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レンタルサービスの
ご利用のしかた

福祉用具サービス計画書
「福祉用具サービス計画書」とは、介護保険で福祉用具を利用する際、使う目的
や選定根拠を明確に記するものです。
エンパイアーでは、ご利用者様お一人おひとりに「福祉用具サービス計画書」を
作成、提供しお身体や生活に合った用具の選定、使い方の提案を行っておりま
す。また、ご利用者様をサポートする関係者（ケアマネジャー、ご家族、介護者を
はじめとする専門職）が福祉用具の導入目的や使用上の注意事項を把握、目標
の達成状況を確認できるよう活用しています。

おすすめの理由
ロープライス
月々わずかなレンタル料でご利用いただけます。

万全のアフターケア
専門相談員が使用状況や適合状況を確認。万一、故
障等が起きた場合は、修理・交換等をすみやかに行い
ます。

豊富なラインナップ
ご利用者・ご家族様

ご相談
問い合わせ

介護保険利 時
介護保険利用時
地域包括支援センター
居宅介護支援事業者
（ケアマネ機関）

数多くの商品から、様々なご要望に応えさせていただ
きます。おからだの状態に合わせてメンテナンス万全
の用具を選んでいきます。

環境対応も万全
用具が必要なくなった時は
引き取ります。粗大ゴミに
なりません。

モニタリングシート（訪問確認書）
「モニタリングシート（訪問確認書）」について、エンパイアーでは福祉用具利用開始か
ら10日以内と、その後

3ヶ月ごとに、ご利用者様宅をご訪問しています。定期訪問で

は用具の点検はもちろんですが、ご利用状況についても、使っていてお困りのことはな
いか、安全にご使用頂けているか等、お話を伺いながら相談員が実際に目で見て確認。
それにより、用具の調整や使い方のアドバイス、用具の変更のご相談を行い、常に最適
な用具を最適な使い方でお使い頂くためのお手伝いを致します。

利用の流れ
1 ご相談・お問い合わせ

5 ご契約

1. お客様からの福祉用具等のご相談・問い合わせには、
福祉用具貸与の専門相談員が応対いたします。
2. 介護保険でのサービスのご利用を考えている方は、
居宅介護支援事業者（ケアマネ機関）
にお申し込み、
ケアプランの作成のご依頼をされていない場合は、
事業者をご紹介致します。
3. 介護保険、
その他各種情報のご提供を致します。

1. 最終的に商品の確認をしていただき、
ご契約をさせ
ていただきます。
2. ご契約に際しては、契約内容をご説明、了承を得て、
契約書を作成致します。

2 福祉用具選定への助言
1. お客様が在宅で生活されるために、
もっとも適した福
祉用具についてアドバイスさせていただきます。
2. レンタルサービスのしくみ、料金お支払い方法等のご
説明をさせていただきます。
3. 最終的にはお客様に商品を選んでいただきます。

3 納品
1. 専門相談員との打ち合わせが済み、ご利用される福
祉用具が決まれば、商品の納品日をご相談させてい
ただきます。
2. 搬入日時、場所等を決定致します。
3. 納品も専用車両を使用し、専門相談員がお伺います。

4 商品の調整・説明
1. 納品した商品をご利用者に合わせて調整し、使用方
法等を使い慣れるまでご説明致します。

6 アフターサービス
1. 訪問
3ヶ月に一度お客様のお宅に訪問し、商品の使い勝手
やご感想をお伺いします。その際にご利用商品の点
検も行います。
2. マットレスの無償交換
最短3ヶ月周期でマットレス
（床ずれ防止用具を除く）
の交換をさせていただきます。例えば3ヶ月に一度、
6ヶ月に一度または原則交換不要などお客様のスタ
イルに応じます。訪問前のお電話で係がお伺いいた
します。
※ なお不意にマットレスに汚れなどが生じた場合は随時
交換いたしますのでご遠慮なくお申し付けください。

7 解約・引き取り
1. お客様よりお電話等でレンタル終了のご連絡をお願
いいたします。ご連絡いただいた日を解約日と致し
ます。
2. 引き取りの日時を打ち合わせた後、専用車両で引き
取りを行います。

【復元・管理に自信―洗浄・消毒・修理】
1. レンタル終了後、衛生管理システムにより商品
の洗浄、消毒、補修等を実施します。クリーニン
グのエンパイアーからフィードバックされた技
術が活きています。
2. 消毒済商品のみを保管する清潔倉庫に、
レンタ
ル商品を保管します。レンタル返却品も新品同
様にいつでも気持良くお使いいただけます。

レンタル料金について
料金の仕組み
料金は 1 カ月単位
本カタログで表示されたレンタル料か 1 ヵ月
のご利用金額です。
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開始月と終了月
レンタルは 1 ヵ月単位ですが、開始月と終了
月のレンタル料金は次のようになります。
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介護保険で認定された場合
介護保険で要支援・要介護度が認定された場
合、ご契約者様もしくはご利用者様がお支払
いいただくレンタル料金はご利用者様負担額
レンタル料金の1割（2割）のみです。
例えば1ヵ月15,000円のレンタル料金の場
合、ご利用者負担額は1ヵ月1,500円（3,000
円）になります。ただし、ご利用上限額を超え
る場合は、超えた金額のみ全額ご利用者負担
になります。また、要支援・要介護度の判断基
準において介護保険レンタル適用外になった
場合は、レンタル料金(10割)がご利用者負担
となります。
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1) レンタル開始月のレンタル料金
A 契約日がその月の 15 日以前
：1 ヵ月分の全額
B 契約日がその月の 16 日以降
：1 ヵ月分の 1/2 の額
2) レンタル終了月のレンタル料金
A 解約日がその月の 15 日以前
：1 ヵ月分の 1/2 の額
B 解約日がその月の 16 日以降
：1 ヵ月分の全額
3) ただし、レンタル開始と終了が同じ月内に
行われた場合のレンタル料金は、1 ヵ月
分全額となります。

介護保険で認定されない場合
介護保険で要支援・要介護度が認定されない
場合は、レンタル料金 (10 割 ) がご利用者
負担となります。
※一部地域により、レンタル料金の異なる商
品があります。
※日割り計算は実施しておりませんので、ご
了承ください。
詳しくは福祉用具専門相談員にお尋ねくだ
さい。

レンタル料金の
お支払いについて
●レンタル開始月のレンタル料金は、商品の
搬入時にお支払いいただきます。
●2 ヵ月目以降のレンタル料金は、所定の方
法を選択していただき、お支払いいただき
ます。
●非課税のマークがついている商品には、消
費税がかかりません。また、課税対象商品
の消費税は表示金額に含まれております。
( 内税表示 )
●万が一、レンタル料金のご請求にもかかわ
らず、お支払いいただけない場合には、や
むをえず商品を引き取りさせていただく場
合がございます。

搬入・搬出料について
●基本的に搬入・搬出料は、介護保険レンタ
ル料金に含まれております。
●介護保険で認定されない場合 ( 非該当 ) は、
レンタル商品ごとに搬入・搬出料をいただ
きます。
●ただし、下記の場合は搬入・搬出にかかっ
た費用をお客様とご相談の上、別途お支払
いいただきます。詳しくは福祉用具専門相
談員がご説明させていただきます。
1) 搬入・搬出業務の際、特別な作業や措
置が必要な場合等。
2) 契約期間中にお客様の転居等の都合によ
り、レンタル商品の移動を行う場合等。
※平成 21 年厚生労働省告示第 46 号・48 号にお
いて厚生労働大臣が定める地域 ( 離島・山村・豪雪
地帯・特定農山村等 ) に居住しているご利用者様に
対しての交通費 ( 搬入・搬出費 ) は、告示にて規定
されております。詳しくは担当の介護支援専門員も
しくは福祉用具専門相談員へお尋ねください。

その他、サービス
ご利用の注意点
●レンタル商品のご購入への切り替えは致し
ません。
ご了承ください。
●レンタル期間中の商品の変更について
1) 同じ種目の商品への変更の場合
a. その月の 15 日以前にまでに変更した場
合は、変更後の商品の月額レンタル料
が適用されます。
b. その月の 16 日以降に変更した場合は、
変更前の商品の月額
レンタル料が適用されます。
●違う種目の商品への変更の場合
現在契約中の商品を解約していただき、
新たな商品について契約させていただき
ます。
●故障時等の取扱い
a. 万が一、故障等が起きた場合には、お問
い合わせ窓口にご連絡ください。修理、
交換等の手配を行います。
b. ただし、故意または間違った使い方によ
る故障の場合は、別途料金をいただき
ます。

手すり

Ⅰ

歩くためのツール
健康でいきいきとした暮らしを続けていくためには、
加齢による身体の衰えや、
病気によ
る障がいの程度に応じ、
適切な用具でカバーしていくことが大切です。
住みなれたまちで馴染みの方々とふれあったり、
家の中で快適に移動できることは、
身体
と気持ちの急速な衰えを防止します。
「歩くためのツール」
をきちんと考えていくことは、
セカンドライフのための第一歩です。

手すり

6p 〜

何をするのも億劫になってしまうことは、衰えを加速させます。
身体にできるだけ負担をかけないよう、
生活の動作をサポートします。

杖

11p 〜

ちょっとした転倒から寝たきりになってしまい、身体の衰えが進行する・
・
・
そんなことのないように。自分にあった杖なら行動範囲も広がります。

歩行器

12p 〜

できるかぎり自分の身体を使うことは、元気の源になります。
杖ではちょっと不安になってきた時に。

手すり
楽起（らっきい）YM-101L-ID

山崎産業

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

全国平均価格 ……2,760円

（2割）600円（3割）900円

TAIS/01339-000005

ベッドでとまるくん CKA-CK

矢崎化工

マツ六

BZ-N02

月額レンタル料……2,800円

ご利用者負担額（1割）280円

全国平均価格 ……2,433円

（2割）560円（3割）840円

TAIS/01265-000055

●高さ72cm〜80cm
●ベース50×90cm
●手すり間口30cm
●高さ調節2cm間隔5段階
●重量15.5kg

●高さ71〜85ｃｍ
●ベース50.1×80ｃｍ
●手すり間口30ｃｍ
●高さ調整2ｃｍ間隔8段階
●重量22.0㎏

月額レンタル料………500円
全国平均価格
たちあっぷオプション

たよレール

NEW

たちあっぷ L型 CKA-13

矢崎化工

ご利用者負担額（1割） 50円

月額レンタル料……3,600円

ご利用者負担額（1割）360円

（2割）100円（3割）150円

全国平均価格 ……3,120円

（2割）720円（3割）1,080円

TAIS/00055-000211

TAIS/00055-000113

●「ベッド下部」と「床面」の 間寸法は、最低25〜最高 340mmに
対応します。
●可動式ベッドへの使用は できません。

●高さ70〜85ｃｍ
●ベース52.4×92.4ｃｍ
●手すり間口33.8ｃｍ
●高さ調整5ｃｍ間隔4段階
●重量17.2㎏

矢崎化工

CKA-02

月額レンタル料……3,000円
全国平均価格 ……2,660円

たちあっぷ

CKA-04

ご利用者負担額（1割）300円

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

（2割）600円（3割）900円

全国平均価格 ……2,820円

（2割）600円（3割）900円

TAIS/00055-000072

TAIS/00055-000074

●高さ：70〜80cm
●ベース：50×90cm
●手すり間口33.8cm
●高さ調節5cm間隔3段階
●重量15.5㎏

●高さ：70〜80cm
●ベース：50×90cm
●手すり間口77.8cm
●高さ調節5cm間隔3段階
●重量16.0㎏

ツインデイ

矢崎化工

パナソニック

PN-L80101

スタンデイ

PN-L80401

パナソニック

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

月額レンタル料……3,300円

ご利用者負担額（1割）330円

全国平均価格 ……2,640円

（2割）600円（3割）900円

全国平均価格 ……3,290円

（2割）660円（3割）990円

TAIS/00980-000203

●高さ70cm〜85cm(5段階)
●幅63cm
●奥行78cm
●重量21.5kg
●手すり回転角度60〜300度

たちあっぷ

TAIS/00980-000315

●高さ70cm〜85cm（5段階)
●幅63cm
●奥行78cm
●重量22.5kg
●面高さ35cm〜50cm

矢崎化工

CKE-01-1

たちあっぷ

CKG-04ミニ

矢崎化工

月額レンタル料……5,200円

ご利用者負担額（1割）520円

月額レンタル料……4,200円

ご利用者負担額（1割）420円

全国平均価格 ……5,140円

（2割）1,040円（3割）1,560円

全国平均価格 ……4,120円

（2割）840円（3割）1,260円

TAIS/00055-000109

たちあっぷ

CKE-03

矢崎化工

月額レンタル料……5,000円

ご利用者負担額（1割）500円

全国平均価格 ……5,140円

（2割）1,000円（3割）1,500円

TAIS/00055-000107

●高さ80〜85ｃｍ
●ベース56×78ｃｍ
●かまち高さ18〜〜36ｃｍ
●重量32.8㎏

●高さ80〜85cm
●かまち高さ4〜18㎝
●ベース56×78cm
●重量31.8kg

TAIS/00055-000126

●高さ80〜85cm
●かまち高さ/4〜18cm
●ベース44×70ｃｍ
●重量20.9kg

左、中央、右に
取付可能

手すり

たちあっぷ

手すり

手すり
バディーⅠ MNTC

モルテン

月額レンタル料……2,500円

ご利用者負担額（1割）250円

全国平均価格 ……3,180円

（2割）500円（3割）750円

TAIS/00054-000054

MNTCM04ＢＥ

月額レンタル料……1,000円
全国平均価格
バディーオプション

モルテン

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

TAIS/00054-000055

モルテン

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

TAIS/00054-000055

小型丸型ストッパー

MNTCM13Ｅ

月額レンタル料……1,000円
全国平均価格
バディーオプション
TAIS/00054-000138

モルテン

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

●直径16cm

●直径25cm

クロスバー 固定式/跳ね上げ式
月額レンタル料……1,200円
全国平均価格
バディーオプション
90cmタイプ
1.2mタイプ
1.6mタイプ

MNTC01LＢ

月額レンタル料……1,000円
全国平均価格
バディーオプション

●高さ19.5cm×幅26cm
●手すり部直径Φ2.8cm

●高さ210〜290cm
●手すり部直径Φ3.65cm
●重量7.5kg

丸型ストッパー

サイドバー

ご利用者負担額（1割）120円
（2割）240円（3割）360円

MNTC03BE009 90cmタイプ
MNTC03BE012 1.2mタイプ
MNTC03BE016 1.6mタイプ

●直径Φ3.5cm

固定式

モルテン

跳ね上げ式

MNTC02BE009
MNTC02BE012
MNTC02BE016

L型サイドバー90

MNTC06

月額レンタル料……2,000円
全国平均価格
バディーオプション

L型サイドバー45

MNTC07 モルテン

ご利用者負担額（1割）200円
（2割）400円（3割）600円

TAIS/00054-000068

TAIS/00054-000066

●全長76×全高75cm
●直径Φ3.5cm
●重量3.1kg

●全長76×全高100cm
●直径Φ3.5cm
●重量3.5kg

ホクメイ

NBP-100-80

ベスポジe

BPE-100-11

月額レンタル料…2,500円 全国平均価格…3,090円

丸型

ホクメイ

月額レンタル料…3,500円 全国平均価格…3,090円

ご利用者負担額（1割）250円

ご利用者負担額（1割）350円

（2割）500円（3割）750円

（2割）700円（3割）1,050円

ベスポジe

BPE-100-10

T型

月額レンタル料…2,500円 全国平均価格…3,080円

ご利用者負担額（1割）250円
（2割）500円（3割）750円

TAIS/00254-000017

TAIS/00254-000052

TAIS/00254-000051

●高さ210〜290cm
●手すり部直径Φ4.5cm
●重量5.2kg

●手すり部直径Φ4.5cm
●長さ190〜270cm

●手すり部直径Φ4.5cm
●長さ190〜270cm

NEW

NEW

U型アーム

BP-110

月額レンタル料……1,000円
全国平均価格
オプション
JAN/00254-000255

ホクメイ

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

月額レンタル料……1,200円
全国平均価格
オプション
TAIS/000254-000246
90cmタイプ BP-600
TAIS/000254-000247
1.2ｍタイプ BP-610

●長さ90ｃｍ・12.0ｃｍ

ウェーブ型アーム
月額レンタル料……1,000円
全国平均価格
オプション

BP-410

ホクメイ

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

TAIS/00254-000257

●高さ5.2ｃｍ×64.8ｃｍ

●高さ19.5×24.8cm
●手すり部直径Φ3.5cm

天然木丸棒

ホクメイ

ホクメイ

ご利用者負担額（1割）120円
（2割）240円（3割）360円

オプションアームレギュラー
月額レンタル料……2,300円
全国平均価格
オプション
TAIS/000254-000159

●ベース直径Φ12cm
●高さ35ｃｍ×133ｃｍ

ホクメイ

ご利用者負担額（1割）230円
（2割）460円（3割）690円

手すり

ベストポジションバー

手すり

ルーツスモールタイプ（片手）MNTP1

モルテン

ルーツスモールタイプ（両手）MNTP2

モルテン

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

月額レンタル料……3,800円

ご利用者負担額（1割）380円

全国平均価格 ……2,740円

（2割）600円（3割）900円

全国平均価格 ……3,230円

（2割）760円（3割）1,140円

TAIS/00054-000217

TAIS/00054-000216

●横66cm×奥行46cm
●高さ60〜70cm（3段階）
●手すり間口35ｃｍ
●重量12.0㎏

●横66cm×奥行46cm
●高さ60〜70cm（3段階）
●手すり間口35ｃｍ
●重量14.3㎏

フィットレスト

メモ

NEW

KQ-320

パラマウント

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

全国平均価格 ……3,190円

（2割）600円（3割）900円

TAIS/00170-000710

●幅69ｃｍ
●奥行56.5cm
●高さ55〜70ｃｍ
●重量11kg

洋式トイレ用フレームS-はねあげR

533-082 アロン化成

洋式トイレ用フレーム

SUS45

アロン化成

月額レンタル料……2,500円

ご利用者負担額（1割）250円

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

全国平均価格 ……3,220円

（2割）500円（3割）750円

全国平均価格 ……2,570円

（2割）400円（3割）600円

TAIS/00221-000343

TAIS/00221-000236

●幅64cm
●奥行50cm
●高さ55〜70
●重量9.0kg

●幅70cm
●奥行47cm
●高さ55〜71ｃｍ
●重量6.4kg

杖

杖
テトラケイン

Sタイプ・Mタイプ

田辺プレス

月額レンタル料……1,200円

ご利用者負担額（1割）120円

全国平均価格 ……1,269円

（2割）240円（3割）360円

TAIS/01105-000001

軽量四脚杖

OT-501（紫花柄）
・OT-502（青花柄）マキライフテック

月額レンタル料……1,000円

ご利用者負担額（1割）100円

全国平均価格 ……1,020円

（2割）200円（3割）300円

TAIS/00690-000036

●身長の目安123〜168ｃｍ
●長さ64.5〜87ｃｍ
●ベース19×16ｃｍ
●重量0.6ｋｇ

Mタイプ
●身長の目安134〜164ｃｍ
●長さ70〜85ｃｍ
●ベース22cm×16ｃｍ
●重量0.44ｋｇ

オールカーボンクオッドケイン四点式

島製作所

OT 5ｰ02︵青花柄︶

OT 5ｰ01︵紫花柄︶

Sタイプ
●身長の目安114〜144ｃｍ
●長さ60〜75ｃｍ
●ベース22cm×16ｃｍ
●重量0.42ｋｇ

カーボン四点可動式スモールタイプ

島製作所

月額レンタル料……1,200円

ご利用者負担額（1割）120円

月額レンタル料……1,200円

ご利用者負担額（1割）120円

全国平均価格 ……1,200円

（2割）240円（3割）360円

全国平均価格 ……1,160円

（2割）240円（3割）360円

TAIS/00576-000031

TAIS/00576-000033

●身長の目安115〜166ｃｍ
●長さ60.5〜86ｃｍ
●ベース18.5cm×14ｃｍ
●重量0.4ｋｇ

●身長の目安119〜170ｃｍ
●長さ62.5〜88ｃｍ
●ベース10cm×10ｃｍ
●重量0.44ｋｇ

ご利用者負担額（1割）110円
（2割）220円（3割）330円
Sタイプ TAIS/00066-000193
Mタイプ TAIS/00066-000194

Sタイプ
●身長の目安120〜160ｃｍ
●グリップ高さ52.0〜77.0ｃｍ
●重量0.51ｋｇ
Mタイプ
●身長の目安150〜185ｃｍ
●グリップ高さ64.5〜97.0ｃｍ
●重量0.57ｋｇ

アルミ松葉杖

松永製作所

CMS-80M

月額レンタル料…1,200円 全国平均価格…1,180円

ご利用者負担額（1割）120円
（2割）240円（3割）360円

サイドウォーカー

かすみ草

月額レンタル料…1,100円 全国平均価格…1,260円

カーボン柄グレー

柄
松永製作所

CMS-60S（Sタイプ）
・CMS-60L

カーボン柄

花

ロフストランドクラッチ

MRB-02031 MIKI

月額レンタル料…1,500円 全国平均価格…1,450円

ご利用者負担額（1割）150円
（2割）300円（3割）450円

TAIS/00066-000218

TAIS/00122-000118

●身長の目安145〜175ｃｍ
●長さ107.5〜137.5ｃｍ
●重量0.96ｋｇ

●高さ74〜86.5ｃｍ
●幅42〜44.5ｃｍ
●奥行32〜38ｃｍ
●重量1.65ｋｇ

歩行器

歩行器
ピウプレストマム

象印ベビー

サンティノ

アイルウォークα

幸和製作所

WAG02

月額レンタル料…3,600円 全国平均価格…3,210円

ご利用者負担額（1割）360円
（2割）720円（3割）1,080円

月額レンタル料…3,500円 全国平均価格…3,410円

●高さ81.5〜89cm
●幅54cm
●奥行62cm
●キャスター：前14.5cm×後14.5ｃｍ
●座面高43ｃｍ
●重量4.9kg

●高さ80〜95cm
●幅50cm
●奥行63.5cm
●キャスター：前13cm×後13ｃｍ
●重量4.9kg

島製作所

月額レンタル料…2,600円 全国平均価格…2,710円

ご利用者負担額（1割）260円
（2割）520円（3割）780円

ご利用者負担額（1割）340円

（2割）700円（3割）1,050円
TAIS/00030-000189

歩行車シンフォニーSP

月額レンタル料…3,400円 全国平均価格…3,210円

ご利用者負担額（1割）350円

TAIS/00063-000037

（2割）680円（3割）1,020円
TAIS/01446-000001

シンフォニーSPスリム

NEW

●高さ79.5〜88.5cm
●幅51.5cm
●奥行62cm
●キャスター：前18.5cm後18.5ｃｍ
●重量6.4kg
●座面高42.5ｃｍ

シンフォニーEVO

島製作所

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…2,700円

ご利用者負担額（1割）300円

（2割）600円（3割）900円

（2割）600円（3割）900円

TAIS/00576-000039

TAIS/00576-000036

●高さ78.5〜88cm
●幅50cm
●奥行56cm
●キャスター：前14.5cm×後14.5ｃｍ
●重量5.9kg
●座面高41cm

●高さ(4段階)77.5〜86.5cm
NEW
●幅48cm
●奥行60cm
●キャスター：前14.5cm×後14.5ｃｍ
●重量4.9kg
●座面高44cm

●高さ81〜93cm
●幅55cm
●奥行61cm
●キャスター：前18cm×後18ｃｍ
●重量5.9kg
●座面高43cm

月額レンタル料……3,400円
全国平均価格 ……3,050円

幸和製作所

島製作所

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…2,840円

ご利用者負担額（1割）300円

TAIS/00576-000014

テイコブリトルスリム

アイルリンク

テイコブリトル/ハイ HS05/HS05H（ハイタイプ）幸和製作所

ご利用者負担額（1割）340円

月額レンタル料……3,000円

（2割）680円（3割）1,020円

全国平均価格 ……2,980円

TAIS/00030-000163

TAIS/00030-000099

●高さ64〜91cm
●幅47cm
●奥行58cm
●キャスター：前15cm×後15ｃｍ
●重量4.5kg
●座面高48cm

HS05
●高さ65〜83cm
●幅52cm
●奥行64cm
●キャスター：前18cm×後14.5ｃｍ
●重量5.0kg
●座面高50cm

ご利用者負担額（1割）300円
（2割）600円（3割）900円
ハイタイプ TAIS/00030-000143

HS05H（ハイ）
●高さ74〜92cm
●幅52cm
●奥行62.5cm
●キャスター：前14.5cm×後14.5ｃｍ
●重量5.3kg
●座面高50cm

幸和製作所

テイコブリトルワゴンミニ

幸和製作所

WAW07

月額レンタル料…3,400円 全国平均価格…3,400円

ご利用者負担額（1割）340円
（2割）680円（3割）1,020円

月額レンタル料…3,400円 全国平均価格…3,360円

ご利用者負担額（1割）340円
（2割）680円（3割）1,020円

TAIS/00030-000171

TAIS/00030-000190

●高さ67〜91cm
●幅49cm
●奥行60cm
●キャスター：前15cm×後15ｃｍ
●重量6.9kg

●高さ67〜91cm
●幅45cm
●奥行59.5cm
●キャスター：前13cm×後13ｃｍ
●重量6.1kg

ショッピングターン

アロン化成

月額レンタル料…3,400円 全国平均価格…3,020円

ご利用者負担額（1割）340円
（2割）680円（3割）1,020円
TAIS/00221-000507

NEW

●高さ72.5〜90cm
●幅53cm
●奥行73cm
●キャスター：前20cm後20ｃｍ
●重量6.1kg

月額レンタル料…3,200円 全国平均価格…3,070円

リトルターン

アロン化成

ご利用者負担額
ロー・ハイ（1割）320円（2割）640円（3割）960円
トール （1割）300円（2割）600円（3割）900円
タイプ
TAIS
月額レンタル料 全国平均価格
ロー 00221-000457 3,200円
3,070円
ハイ 00221-000456 3,200円
3,070円
トール 00221-000549 3，
000円
3,060円
ロータイプ
●高さ67〜74.5cm
●幅48cm
●奥行65cm
●キャスター：前20cm×後20ｃｍ
●重量6.4kg
●座面高47cm
ハイタイプ
●高さ74〜86cm
●幅48cm
●奥行65cm
●キャスター：前20cm×後20ｃｍ
●重量6.5kg
●座面高47cm
トールタイプ NEW
●高さ88.5〜103.5cm
●幅54cm
●奥行65cm
●キャスター：前20cm×後20ｃｍ
●重量7.1kg

ハッピーⅡ

竹虎

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…3,050円

ご利用者負担額（1割）300円
（2割）600円（3割）900円

エールS・エールM

日本ケアサプライ

NCS236174・NCS236175

2,969円
月額レンタル料…3,000円 全国平均価格… S：
M：3,029円

ご利用者負担額（1割）300円
（2割）600円（3割）900円

Sタイプ
TAIS/00614-000019
Mタイプ TAIS/00614-000020
Sタイプ
●高さ(4段階)70.1〜78.6cm
●幅52.3cm
●奥行55.9cm
●キャスター：前20cm×後20ｃｍ
●重量6.8kg
●座面高43.5cm

トライリンク

アロン化成

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…2,930円

ご利用者負担額（1割）300円
（2割）600円（3割）900円
TAIS/00221-000467

NEW

●高さ76〜86cm
●幅56cm
●奥行61.5cm
●キャスター：前19.5cm後19.5ｃｍ
●重量7.1kg

Mタイプ
●高さ(4段階)77.8〜86.6cm
●幅58.3cm
●奥行61.2cm
●キャスター：前20cm×後20ｃｍ
●重量7.3kg
●座面高50cm

ハッピーⅡ 抑速付

竹虎

月額レンタル料…4,000円 全国平均価格…4,160円

ご利用者負担額（1割）400円
（2割）800円（3割）1,200円

ハッピーミニ

竹虎

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…2,890円

ご利用者負担額（1割）300円
（2割）600円（3割）900円

TAIS/00110-000095

TAIS/00110-000119

TAIS/00110-000103

●高さ78〜87cm
●幅55.5cm
●奥行62cm
●キャスター：前19cm×後19ｃｍ
●重量7.7kg
●座面高50cm

●高さ78cm〜87cm
●幅55.5cm
●奥行62cm
●ｷｬｽﾀｰ:前19cm×後19cm
●重量8.9kg
●座面高50cm

●高さ70〜79cm
●幅50cm
●奥行57.3cm
●キャスター：前18cm×後18ｃｍ
●重量6.5kg
●座面高43cm

歩行器

テイゴブリトルワゴン

歩行器

歩行器
テイコブリトルホームF

幸和製作所

月額レンタル料…4,500円 全国平均価格…4,090円

ご利用者負担額（1割）450円
（2割）900円（3割）1,350円
TAIS/00030-000187

●高さ(10段階) 73.5〜100.5cm
●幅50.5cm
●奥行57cm
●キャスター：前15cm×後15ｃｍ
●重量8.5kg

テイコブリトルホーム

NEW

幸和製作所

月額レンタル料…3,800円 全国平均価格…3,363円

ご利用者負担額（1割）380円
（2割）760円（3割）1,140円
TAIS/00030-000166

●高さ(10段階) 64cm〜91cm
●幅47cm
●奥行58cm
●キャスター：前15cm×後15ｃｍ
●重量5.5kg

NEW

いす付き歩行車KQ-180

テイコブリトルＦ

幸和製作所

月額レンタル料…4,200円 全国平均価格…4,130円

テイコブリトルＲＦ

幸和製作所

月額レンタル料…4,700円 全国平均価格…4,790円

ご利用者負担額（1割）420円

ご利用者負担額（1割）470円

（2割）840円（3割）1,260円

（2割）940円（3割）1,410円

TAIS/00030-000159

TAIS/00030-158

●高さ85.5〜112.5cm
●幅54cm
●奥行66.5cm
●キャスター：前18cm×後18ｃｍ
●重量7.7kg
●座面高52.5ｃｍ

●高さ77.5〜104.8cm
●幅54.5cm
●奥行67cm
●キャスター：前18cm×後20ｃｍ
●重量9.7kg
●座面高52.5ｃｍ

テイコブリトルボンベ

幸和製作所

月額レンタル料…4,900円 全国平均価格…4,250円

ラビット歩行補助車

月額レンタル料…4,200円 全国平均価格…4,140円

ご利用者負担額（1割）490円

ご利用者負担額（1割）420円

（2割）980円（3割）1,470円

（2割）840円（3割）1,260円

TAIS/00030-000165

TAIS/01009-000002

●高さ74〜92cm
●幅52cm
●奥行64cm
●キャスター：前15cm×後15ｃｍ
●重量5.6kg
●座面高：50cm

●高さ76〜96cm
●幅51cm
●奥行63cm
●キャスター：前18×18ｃｍ
●重量8.3kg
●座面高46ｃｍ

パラマウントベッド

ウェルパートナーズ

アシスト歩行器RT-2

RT.ワークス

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

月額レンタル料……7,200円

ご利用者負担額（1割）720円

全国平均価格 ……2,880円

（2割）600円（3割）900円

全国平均価格 ……7,160円

（2割）1,440円（3割）2,160円

TAIS/00170-000504

TAIS/01560-000003

●高さ77〜86cm
●幅58cm
●奥行68cm
●重量6.5kg
●座面高49〜58ｃｍ

●高さ72.5〜85cm
●幅55cm
●奥行74cm
●キャスター：前19.4cm後15ｃｍ
●重量9kg
●座面高52ｃｍ

星光医療器

月額レンタル料…3,900円 全国平均価格…3,870円

イコットエア

月額レンタル料…3,500円 全国平均価格…3,340円

ご利用者負担額（1割）390円
（2割）780円（3割）1,170円

アロン化成

●高さ85〜107cm
●幅54cm
●奥行77.5cm
●キャスター：18cm
●重量14kg

●高さ80cm〜92.5cm(6段階)
●幅51cm
●奥行63.5cm
●キャスター：前20cm×後15ｃｍ
●重量3.9kg

日進医療器

NSS4-0005

月額レンタル料…4,000円 全国平均価格…3,830円

アルコースリム

（2割）600円（3割）900円
TAIS/00063-000026

NEW

星光医療機器製作所

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…3,100円

ご利用者負担額（1割）400円

●高さ78〜88.5cm
●幅48cm
●奥行57cm
●キャスター：前18cm×後14ｃｍ
●重量5.1kg

アルコーキューブC
（トレー付）

（2割）800円（3割）1,200円

ご利用者負担額（1割）300円

（2割）600円（3割）900円
TAIS/00125-000072

●高さ85cm〜105cm
●幅55cm
●奥行59cm
●ｷｬｽﾀｰ:前15cm×後10cm
●重量12.1kg

●高さ75〜95cm
●幅50.2cm
●奥行51.5cm
●キャスター：10cm
●重量8kg

Let s Go レッツゴー/ Let s Go レッツゴーミニ

竹虎

星光医療器

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…2,960円

ご利用者負担額（1割）300円

TAIS/00175-000283

月額レンタル料……… 3,000円
全国平均価格 ………2,940円
全国平均価格…（ミニ）2,910円

ご利用者負担額（1割）300円

（2割）700円（3割）1,050円
TAIS/00221-000552

象印ベビー

月額レンタル料…3,000円 全国平均価格…2,950円

ご利用者負担額（1割）350円

TAIS/00125-000019

トレウォークスリム

ヘルシーワンTR75

（2割）600円（3割）900円
TAIS/00125-000023

NEW

●高さ70.5〜86.5ｃｍ
●幅48ｃｍ
●奥行51ｃｍ
●キャスター：前15ｃｍ×後5ｃｍ
●重量6.7㎏

セーフティアーム ロレータ

イーストアイ

ご利用者負担額（1割）300円

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

（2割）600円（3割）900円

全国平均価格 ……2,670円

（2割）600円（3割）900円

TAIS/00110-000098

TAIS/00110-000106

TAIS/00465-000033

●高さ84〜91.5cm
●幅54cm
●奥行60cm
●キャスター：前15cm×後15ｃｍ
●重量7.0kg

●高さ74〜81.5cm
●幅50.5cm
●奥行57cm
●キャスター：前15cm×後15ｃｍ
●重量6.2kg

●高さ67〜80ｃｍ
●幅51ｃｍ
●奥行62cm（カゴ付70cm）
●キャスター：前20cm×後15cm
●重量7.2㎏
●座面高44cm

歩行器

アルコー13型 B

歩行器

歩行器
アルコー1S型

星光医療器製作所

月額レンタル料…3,500円 全国平均価格…3,110円

アルコースリムSK型ミニ

星光医療器製作所

月額レンタル料…4,000円 全国平均価格…4,090円

ご利用者負担額（1割）350円

アルコーSK

月額レンタル料…4,000円 全国平均価格…4,020円

ご利用者負担額（1割）400円

（2割）700円（3割）1,050円

ご利用者負担額（1割）400円

（2割）800円（3割）1,200円

TAIS/00125-000011

TAIS/00125-000087

●高さ87.5〜107.5cm
●幅51.5cm
●奥行57cm
●キャスター：11cm
●重量12.4kg

●高さ75〜102cm
●幅50cm
●奥行51.5cm
●キャスター：10cm
●重量11.8kg

星光医療器製作所

（2割）800円（3割）1,200円
TAIS/00125-000040

NEW

●高さ79〜106cm
●幅53cm
●奥行57.5cm
●キャスター：前10cm後10ｃｍ
●重量12kg

アルコー1S-X型

星光医療器製作所

アルコー1S-C

月額レンタル料……4,200円

ご利用者負担額（1割）420円

月額レンタル料……4,000円

ご利用者負担額（1割）400円

全国平均価格 ……4,130円

（2割）840円（3割）1,260円

全国平均価格 ……4,020円

（2割）800円（3割）1,200円

TAIS/00125-000025

TAIS/00125-000051

●高さ87.5〜103.5cm
●幅51.5cm
●奥行57cm
●キャスター：11cm
●重量15kg

●高さ87.5〜107.5cm
●幅54cm
●奥行62cm
●キャスター：10cm
●重量15.4kg

スライドフィットH-0194W

H-0194W

ユーバ産業

星光医療器製作所

セーフティーアームウォーカー自在キャスタータイプ

SAWＬ イーストアイ

月額レンタル料……2,400円

ご利用者負担額（1割）240円

月額レンタル料……2,400円

ご利用者負担額（1割）240円

全国平均価格 ……2,551円

（2割）480円（3割）720円

全国平均価格 ……2,440円

（2割）480円（3割）720円

TAIS/01096-000024

TAIS/00465-000017

●高さ76.5〜86.5cm
●幅58〜66.2cm
●奥行58.5〜60.9cm
●キャスター：前10cm後10ｃｍ
●重量3.8kg

●高さ79.5〜89.5cm
●幅63cm
●奥行57cm
●キャスター：前13cm後8ｃｍ
●重量3.8kg

月額レンタル料……2,400円
全国平均価格 ……2,440円

H-0193S

ユーバ産業

セーフティーアームウォーカー固定キャスタータイプ

ご利用者負担額（1割）240円

月額レンタル料……2,400円

ご利用者負担額（1割）240円

（2割）480円（3割）720円

全国平均価格 ……2,450円

（2割）480円（3割）720円

TAIS/01096-000026

TAIS/00465-000025

●高さ74〜84cm
●幅53〜61.2cm
●奥行52.5〜54.9cm
●キャスター：前8cm
●重量3.2kg

●高さ71.5〜81.5cm
●幅57cm
●奥行51cm
●キャスター：8cm
●重量3.1kg

スライドフィット

SAWCR イーストアイ

H-0188

ユーバ産業

セーフティーアーム

SA-C

イーストアイ

月額レンタル料……2,200円

ご利用者負担額（1割）220円

月額レンタル料……2,200円

ご利用者負担額（1割）220円

全国平均価格 ……2,260円

（2割）440円（3割）660円

全国平均価格 ……2,210円

（2割）440円（3割）660円

TAIS/01096-000005

TAIS/00465-000016

●高さ65〜83cm
●幅51〜61.1cm
●奥行48〜50.8cm
●重量2.6kg

●高さ70〜80ｃｍ
●幅61.5ｃｍ
●奥行45ｃｍ
●重量2.7㎏

アルコー2段ハンドル固定歩行器

ARKCC

星光医療器

セーフティーアーム交互式

KSA-C

イーストアイ

月額レンタル料……2,200円

ご利用者負担額（1割）220円

月額レンタル料……2,200円

ご利用者負担額（1割）220円

全国平均価格 ……2,280円

（2割）440円（3割）660円

全国平均価格 ……2,220円

（2割）440円（3割）660円

TAIS/00125-000033

TAIS/00465-000018

●高さ74〜86.5cm
●幅61cm
●奥行49.5cm
●重量2.6kg

●高さ70〜80ｃｍ
●幅56ｃｍ
●奥行49ｃｍ
●重量3.1㎏

歩行器

スライドフィットキャスター付

Ⅱ

車いすで快適生活

車いす

車いすを選ぶポイントは2つあります。移動性と座り心地の良さです。外出が多い方や、
主に家の中で使用する機会の多い方ではまったく別の基準で選ぶ場合もあります。
住宅のレイアウトに配慮し、
かつご利用者にあったものを選ぶことがポイントです。

車いす

19p 〜

こだわりの「高機能タイプ」、
自分で操ることができる
「自走タイプ」、
介助者専用の「介助タイプ」があります。

車いす付属品

29p 〜

安定性やクッション性を高める器具やテーブルなどを紹介しています。

スロープ

31p 〜

住宅内の段差を解消するツールです。

体の一部と考え選ぶ

車いすを
選
ぶ

車いすは、
ご利用者の活動を支える重要なパートナーです。ご利用者の体格、
状況、生活環境や使用目的など十分に考慮して選定してください。

サイズ
使う方それぞれに体格は違います。
また障害の状態によっては姿勢の維
持も困難になります。
自分の身体に合ったサイズの車いす
をお選びください。

車いすを選ぶときのめやす
シート奥行
背もたれにお尻をつけ
て座って、ひざの内側が
少し出るくらいが良い。

背もたれの高さ
肩甲骨の下まであることが
基本です。

ひじ掛けの高さ

機能

使う方によって使用目的や要望は
様々です。それに対応できる様々
な機能があります。
使 用目的に合った機 能・装 備でお
選びください。

環境
車いすを使用する場所や状況によっ
て必要とされる車いすの種類も変わ
ります。
使用する場 所に応じてお選びくだ
さい。

段差・幅・傾斜

屋外・屋内

頻度 etc.

シートの幅
お尻の幅プラス3cmく
らいが目安です。(介助
する人の手が入る程度)

ひじが無理なく曲げて乗せら
れるくらいが良い。

シートの高さ
立ち上がりやすい高さで
ある事が、
ポイントです。

カタログの中の数字のみかた
●全 幅：扉、廊下やトイレなどのサイズに留意する必要があります。
●全 長：車いす回転の直径に該当。介助タイプは介助者分プラスが必要です。
●全 高：車いす全体の高さです。
●前座高：立ち上がりやすさ、介助しやすさのポイントです。
ベッド・テーブルの高さなどに合わせたものを選びます。
●座 幅：全幅から車輪(ハンドリム)を引いた座席の幅。体の安定に重要。
●座奥行：適切なサイズより大きい場合、体が反った形になり安定しません。
●重 量：車に乗せる、長時間使う、体力がないなど利用目的や方法の目安にします。

車いす
ウルトラ標準（自走） NA-U1

日進医療器

月額レンタル料……5,300円

ご利用者負担額（1割）530円

全国平均価格 ……4,710円

（2割）1,060円（3割）1,590円

●前座高42cm
●座幅40cm
●全幅56cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量12.4kg

座幅38.42cmも
ご用意できます。

NA-L8α（軽8α）

日進医療器

自走

ミキ

月額レンタル料……3,400円

ご利用者負担額（1割）340円

全国平均価格 ……2,850円

（2割）680円（3割）1,020円

TAIS/00122-000451

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅64cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量12.9kg

ノーパンク

NA-L8（軽8）

日進医療器

月額レンタル料……5,700円

ご利用者負担額（1割）570円

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……5,120円

（2割）1,140円（3割）1,710円

全国平均価格 ……5,720円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00175-000175

TAIS/00175-000342

●前座高44cm
●座幅40cm
●全幅56cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量10.2kg

ノーパンク

エアリアル【エンパイアー専用仕様】MW-SL1EP

松永製作所

●前座高42cm
●座幅40cm
●全幅61cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量9.6kg

カルティマ標準（自走）

CRT-5

ミキ

月額レンタル料……5,500円

ご利用者負担額（1割）550円

月額レンタル料……5,300円

ご利用者負担額（1割）530円

全国平均価格 ……4,190円

（2割）1,100円（3割）1,650円

全国平均価格 ……4,780円

（2割）1,060円（3割）1,590円

TAIS/00066-000182

TAIS/00122-000568

●前座高43cm
●座幅40cm
●全幅64cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量10.8kg

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅55cm
●重量9.9kg
●ｷｬｽﾀｰ:前6インチ×後22インチ

車いす

TAIS/00175-000318

BAL-1

車いす
NC-1CB

日進医療器

月額レンタル料……3,900円

ご利用者負担額（1割）390円

全国平均価格 ……3,240円

（2割）780円（3割）1,170円

車いす

TAIS/00175-000242

ケアフィットプラス（自走）

ミキ

月額レンタル料……4,000円

ご利用者負担額（1割）400円

全国平均価格 ……3,500円

（2割）800円（3割）1,200円

TAIS/00122-000530

●前座高38.5・41・43.5ｃｍ(クッション込み)
●座幅40ｃｍ
●全幅64ｃｍ
●キャスター：前6インチ後20インチ
●重量12.9㎏

●前座高43ｃｍ
●座幅40ｃｍ
●全幅64ｃｍ
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量13.2㎏

ウルトラ多機能（自走）NA-U2W

日進医療器

BAL-3

ノーパンク

ミキ

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

月額レンタル料……4,800円

ご利用者負担額（1割）480円

全国平均価格 ……5,670円

（2割）1,200円（3割）1,800円

全国平均価格 ……3,890円

（2割）960円（3割）1,440円

TAIS/00175-000327

TAIS/00122-000453

●前座高42cm
●座幅40ｃｍ
●全幅56ｃｍ
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量13.8㎏

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅60cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量14.7kg

NAH-L8W（軽8W）

日進医療器

ノーパンク

カルティマ多機能（自走）CRT-7

ミキ

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……6,240円

（2割）1,200円（3割）1,800円

全国平均価格 ……5,790円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00175-000273

TAIS/00122-000572

●前座高42ｃｍ
●座幅40cm
●全幅57ｃｍ
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量12.0㎏

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅55cm
●重量11.2kg
●ｷｬｽﾀｰ:前6インチ×後22インチ

Skitスキット4

SKT-4

ミキ

WAVIT＋自走

WAP22-４０S

カワムラサイクル

月額レンタル料……6,200円

ご利用者負担額（1割）620円

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……6,040円

（2割）1,240円（3割）1,860円

全国平均価格 ……5,300円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00160-000242

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅55cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量13.7kg

●前座高44.5cm
●座幅40cm
●全幅58.5ｃｍ
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量14.2kg

ネクストコアマルチ（自走） NEXT-31B

松永製作所

車いす

TAIS/00122-000411

ノーパンク

ネクストコアミニモ（自走、低床） NEXT-50B

松永製作所

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

月額レンタル料……6,100円

ご利用者負担額（1割）610円

全国平均価格 ……5,500円

（2割）1,200円（3割）1,800円

全国平均価格 ……6,240円

（2割）1,220円（3割）1,830円

TAIS/00066-000318

TAIS/00066-000328

●前座高43cm
●座幅40cm
●全幅56cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量13.2kg

●前座高37/39cm
●座幅40cm
●全幅56cm
●キャスター：前6インチ
後22インチ
●重量14.3kg

EX-M3（自走）

日進医療器

スキット1000

SKT-1000

ミキ

月額レンタル料……7,000円

ご利用者負担額（1割）700円

月額レンタル料……7,300円

ご利用者負担額（1割）730円

全国平均価格 ……7,470円

（2割）1,400円（3割）2,100円

全国平均価格 ……6,530円

（2割）1,460円（3割）2,190円

TAIS/00175-000278

TAIS/00122-000524

●前座高42/44/46cm
●座幅38/40/42/44cm
●全幅57/59/61/63cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量15.8kg

●前座高47/49.5/52ｃｍ
（クッション込み）
●座幅40/42/44ｃｍ
●全幅53/55/57ｃｍ
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量17.9kg

車いす
ネクストコアくるり（自走、低床） NEXT-70B

松永製作所

月額レンタル料……7,100円

ご利用者負担額（1割）710円

全国平均価格 ……7,170円

（2割）1,420円（3割）2,130円

車いす

TAIS/00066-000335

KAK18-40

カワムラサイクル

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……6,420円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00160-000184

●前座高43cm
●座幅40cm
●全幅58cm
●キャスター：前4インチ
中18インチ
後4インチ
●重量15.3kg

●前座高36.5/38.5/40.5cm
●座幅40cm
●全幅58cm
●キャスター：前4インチ
中20インチ
後4インチ
●重量18.5kg

Ｓkit スキット5

こまわりくん18

ＳKT-5

ミキ

Skit スキット6（6輪タイプ）SKT-6

ミキ

月額レンタル料……6,400円

ご利用者負担額（1割）640円

月額レンタル料……6,400円

ご利用者負担額（1割）640円

全国平均価格 ……6,620円

（2割）1,280円（3割）1,920円

全国平均価格 ……6,640円

（2割）1,280円（3割）1,920円

TAIS/00122-000444

TAIS/00122-000375

●前座高40cm
●座幅40cm
●全幅55cm
●キャスター：前4インチ
中20インチ
後4インチ
●重量15.2kg

●前座高37.5cm
●座幅40cm
●全幅48cm
●キャスター：前4インチ
中14インチ
後4インチ
●重量14.7kg

ノーパンク

KJP-4

ミキ

月額レンタル料……9,200円

ご利用者負担額（1割）920円

全国平均価格 …… 8,120円

（2割）1,840円（3割）2,760円

TAIS/00122-000345

●前座高47/49.5ｃｍ
●座幅45cm
●全幅68cm
●キャスター：前8インチ後24インチ
●重量20.2kg

メモ

車いす
ウルトラ標準（介助）

NAH-U1

日進医療器

月額レンタル料……5,300円

ご利用者負担額（1割）530円

全国平均価格 ……4,590円

（2割）1,060円（3割）1,590円

月額レンタル料……3,400円

ご利用者負担額（1割）340円

全国平均価格 ……3,890円

（2割）680円（3割）1,020円

TAIS/00122-00453

●前座高46.5cm
●座幅40cm
●全幅59cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量11.5kg

●前座高42cm
●座幅40ｃｍ
●全幅54ｃｍ
●キャスター：前6インチ後14インチ
●重量11kg

NAH-L7α（軽７α）

ミキ

車いす

TAIS/00175-000319

BAL-2

日進医療器

NAH-L7（軽７）

日進医療器

月額レンタル料……5,700円

ご利用者負担額（1割）570円

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……5,120円

（2割）1,140円（3割）1,710円

全国平均価格 ……5,120円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00175-000169

TAIS/00175-000341

●前座高44cm
●座幅40cm
●全幅54cm
●キャスター：前6インチ後14インチ
●重量8.7kg

NC-2CB

ノーパンク

日進医療器

月額レンタル料……3,900円

ご利用者負担額（1割）390円

全国平均価格 ……3,160円

（2割）780円（3割）1,170円

●前座高44cm
●座幅40cm
●全幅54cm
●キャスター：前6インチ後14インチ
●重量8.7kg

ケアフィットプラス（介助）

ミキ

月額レンタル料……4,000円

ご利用者負担額（1割）400円

全国平均価格 ……3,340円

（2割）800円（3割）1,200円

TAIS/00175-000245

TAIS/00122-000543

●前座高43cm
●座幅40cm
●全幅60cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量11.7kg

●前座高38.5/41/43.5ｃｍ
（クッション込み）
●座幅40cm
●全幅59cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量11.6㎏

ノーパンク

車いす
ウルトラ多機能（介助）

NAH-U2W

日進医療器

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……5,630円

（2割）1,200円（3割）1,800円

車いす

TAIS/00175-000359

SKT-2

ミキ

月額レンタル料……4,800円

ご利用者負担額（1割）480円

全国平均価格 ……3,970円

（2割）960円（3割）1,440円

TAIS/00122-000454

●前座高46cm
●座幅40cm
●全幅54.5cm
●キャスター：前6インチ
後16インチ
●重量13.2kg

●前座高42cm
●座幅38/40/42ｃｍ
●全幅52/54/56ｃｍ
●キャスター：前6インチ後14インチ
●重量12.3kg

Skit スキット2

BAL-4

ミキ

月額レンタル料……6,200円

ご利用者負担額（1割）620円

全国平均価格 ……6,140円

（2割）1,240円（3割）1,860円

ノーパンク

NAH-L7（軽７W）

日進医療器

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……5,970円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00122-000320

TAIS/00175-000255

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅48cm
●キャスター：前6インチ
後14インチ
●重量12.7kg

●前座高44cm
●座幅40cm
●全幅52cm
●キャスター：前6インチ後14インチ
●重量10.2kg

エアリアル

MW-SL4B

松永製作所

カルティマ標準（介助）

CRT-6

ミキ

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

月額レンタル料……5,300円

ご利用者負担額（1割）530円

全国平均価格 ……5,770円

（2割）1,200円（3割）1,800円

全国平均価格 ……4,740円

（2割）1,060円（3割）1,590円

TAIS/00066-000236

TAIS/00122-000570

●前座高43cm
●座幅40cm
●全幅53cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量10.1kg

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅49cm
●重量9.1kg
●ｷｬｽﾀｰ:前6インチ×後16インチ

WAVIT＋介助

WAP16-４０S

カワムラサイクル

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……5,330円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00160-000243

EX-M3（介助）

日進医療器

月額レンタル料……7,000円

ご利用者負担額（1割）700円

全国平均価格 ……7,280円

（2割）1,400円（3割）2,100円

TAIS/00175-000278

ノーパンク

ネクストコアマルチ（介助）NEXT-41Ｂ

松永製作所

車いす

●前座高44.5cm
●座幅40cm
●全幅53.5cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量12.8kg

●前座高42/44/46cm
●座幅38/40/42/44cm
●全幅53/55/57/59cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量15kg

ネクストコアミニモ（介助、低床） NEXT-60B

松永製作所

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

月額レンタル料……6,100円

ご利用者負担額（1割）610円

全国平均価格 ……4,590円

（2割）1,200円（3割）1,800円

全国平均価格 ……6,360円

（2割）1,220円（3割）1,830円

TAIS/00066-000319

TAIS/00066-000329

●前座高43cm
●座幅40cm
●全幅55cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量12.2kg

●前座高37/39ｃｍ
●座幅40cm
●全幅55cm
●キャスター：前6インチ後16インチ
●重量13.6kg

スキット2000

SKT-2000

月額レンタル料……7,000円
全国平均価格 ……6,350円

ミキ

カルティマ多機能（介助） CRT-8

ミキ

ご利用者負担額（1割）700円

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

（2割）1,400円（3割）2,100円

全国平均価格 ……5,790円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00122-000525

●前座高47/49.5/52ｃｍ
（クッション込み）
●座幅40/42/44ｃｍ
●全幅49/51/53ｃｍ
●キャスター：前6インチ後14インチ
●重量16.3㎏

TAIS/00122-000574

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅49cm
●重量10.5kg
●ｷｬｽﾀｰ:前6インチ×後16インチ

車いす
転ばなイス

RH-ZA

フランスベッド

月額レンタル料……7,000円

ご利用者負担額（1割）700円

全国平均価格 ……7,480円

（2割）1,400円（3割）2,100円

車いす

TAIS/00200-000568

●前座高40.5cm（クッション込み）
●座幅38.5cm
●全幅64.5cm
●キャスター：前5インチ後22インチ
●重量20kg

エアリアル

自動ブレーキ付

MW-SL5BT

松永製作所

月額レンタル料……6,000円

ご利用者負担額（1割）600円

全国平均価格 ……7,040円

（2割）1,200円（3割）1,800円

TAIS/00066-000341

SKT-200B

ミキ

月額レンタル料……6,500円

ご利用者負担額（1割）650円

全国平均価格 ……6,590円

（2割）1,300円（3割）1,950円

TAIS/00122-000532

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅48cm
●キャスター：前6インチ後14インチ
●重量16.6kg

とまっていSKT400B

自動ブレーキ付

SKT-400B

ミキ

月額レンタル料……6,500円

ご利用者負担額（1割）650円

全国平均価格 ……6,680円

（2割）1,300円（3割）1,950円

TAIS/00122-000531

●前座高35cm
●座幅40cm
●全幅62.5cm
●キャスター：前5インチ後20インチ
●重量16.1kg

マイチルトミニ

とまっティSKT200B

自動ブレーキ付

MH-SRL

松永製作所

月額レンタル料……10,600円

ご利用者負担額（1割）1,060円

全国平均価格 …… 9,685円

（2割）2,120円（3割）3,180円

TAIS/00066-000351

●前座高41cm
●座幅40cm
●全幅53cm
●全長88cm
●全高101cm
●リクライニング角度90°
〜110°
●ティルト0〜25°
●キャスター：前5インチ後12インチ
●重量27kg

●前座高43.5cm
●座幅40cm
●全幅53cm
●キャスター：前6インチ後22インチ
●重量18.1kg

ぴったりフィットくるーん

自動ブレーキ付

KPFK-12

カワムラサイクル

月額レンタル料……9,500円

ご利用者負担額（1割）950円

全国平均価格 ……8,713円

（2割）1,900円（3割）2,850円

TAIS/00160-000250

NEW

●前座高40cm
●座幅42cm
●全幅56.5cm
●全長98cm
●全高120cm
●リクライニング角度
90°
〜120°
●キャスター
前6インチ後12インチ
●重量27kg

NEW

ウルトラティルト＆リクライニング NAH-UC・LO

マイチルト・コンパクト3Ｄ

MH-CR3D

松永製作所

ご利用者負担額（1割）980円

月額レンタル料……8,800円

ご利用者負担額（1割）880円

（2割）1,960円（3割）2,940円

全国平均価格 ……8,680円

（2割）1,760円（3割）2,640円

月額レンタル料………9,800円
全国平均価格 ………8,810円

日進医療器

TAIS/00066-000307

●前座高40cm
●座幅40cm
●全幅54cm
●全長111ｃｍ
●全高101〜124ｃｍ
●キャスター：前6インチ
後12インチ
●重量19.6kg
●リクライニング：92〜152°
、
ティルト：2〜32°

●前座高43/45ｃｍ
●座幅40cm
●全幅53cm
●全長99.5cm〜108cm
●全高108.5cm
●キャスター：前6インチ
後12インチ
●重量24.5kg
●リクライニング：90〜125°
、
ティルト：0〜30°

オアシスポジティブ介助式

OS-12TRSP

松永製作所

車いす

TAIS/00175-000345

オアシスポジティブ自走式

OS-11TRSP

松永製作所

月額レンタル料……8,600円

ご利用者負担額（1割）860円

月額レンタル料……8,600円

ご利用者負担額（1割）860円

全国平均価格 ……8,570円

（2割）1,720円（3割）2,580円

全国平均価格 ……8,570円

（2割）1,720円（3割）2,580円

TAIS/00066-000296

TAIS/00066-000295

●前座高43cm
●座幅40cm
●全幅53cm
●全長90.5ｃｍ
●全高106.5ｃｍ
●キャスター：前6インチ
後12インチ
●重量22.7kg
●リクライニング：90〜115°
、
ティルト：0〜25°

●前座高39cm
●座幅40cm
●全幅60cm
●全長92.5ｃｍ
●全高102.5ｃｍ
●キャスター：前5インチ
後18インチ
●重量23.5kg
●リクライニング：90〜115°
、
ティルト：0〜25°

モデラート

CA-4300

ﾗﾝﾀﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

Skitスキット8

SKT-8

ミキ

月額レンタル料……10,000円

ご利用者負担額（1割）1,000円

月額レンタル料 ……9,500円

ご利用者負担額（1割）950円

全国平均価格 ………9,190円

（2割）2,000円（3割）3,000円

全国平均価格 ………8,300円

（2割）2,850円（3割）2,850円

TAIS/00496-000296

TAIS/00122-000485

●前座高43cm
●座幅42cm
●全幅59cm
●重量20kg
●ｷｬｽﾀｰ:前6インチ×後14インチ

●前座高43.5ｃｍ
●座幅40cm
●全幅49ｃｍ
●全長101ｃｍ
●全高110ｃｍ
●キャスター：前6インチ
後14インチ
●重量22.6kg
●リクライニング：90〜110°
、
ティルト：0〜20°

車いす/電動車タイプ
JWアクティブPLUS+

ヤマハ

車いす

月額レンタル料……27,000円

ご利用者負担額（1割）2,700円

全国平均価格 ……26,500円

（2割）5,400円（3割）8,100円

TAIS/00233-000097

月額レンタル料……15,000円
全国平均価格 ……13,540円

ヤマハ

月額レンタル料……27,000円

ご利用者負担額（1割）2,700円

全国平均価格 ……26,990円

（2割）5,400円（3割）8,100円

TAIS/00233-000094

ナブテスコ

ご利用者負担額（1割）1,500円
（2割）3,000円（3割）4,500円

セニアカー

ET４D

スズキ

月額レンタル料……25,000円

ご利用者負担額（1割）2,500円

全国平均価格 ……22,586円

（2割）5,000円（3割）7,500円

TAIS/00025-000023

TAIS/00152-000012

●前座高42.5cm
●座幅40cm
●全幅56cm
●重量16.9kg
●キャスター：前6インチ後16インチ
●連続走行距離7ｋｍ
（約2時間）
●充電時間約130分

●全長119.5cm
●全幅65cm
●重量99kg
●速度：2.0〜6.0km/h
●登坂角度：10°
●連続走行距離：33km
●充電時間2〜12時間

メモ

PLUS+

●前座高43cm
●座幅41ｃｍ
●全幅59.5ｃｍ
●重量26.5kg
●キャスター：前6インチ
後16インチ
●連続走行距離16ｋｍ
●充電時間約150分〜180分

●前座高44cm
●座幅39cm
●全幅63cm
●重量28.7kg
●キャスター：前7インチ
後22インチ
●連続走行距離15ｋｍ
●充電時間約150分〜180分

アシストホイールライト

タウニィジョイX

メモ

車いす用付属品
α-PLA クッション

タイカ

ご利用者負担額（1割）210円

全国平均価格 ……2,130円

（2割）420円（3割）630円

TAIS/00563-000017

ケープ

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

全国平均価格 ……1,870円

（2割）400円（3割）600円

TAIS/00206-000072

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ6.5cm
●重量1.6kg

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ6cm
●重量0.6kg

ピタシート35

CK-３７５

PT001

日本ジェル

ピタシート55

PT002

日本ジェル

月額レンタル料……1,800円

ご利用者負担額（1割）180円

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

全国平均価格 ……1,350円

（2割）360円（3割）540円

全国平均価格 ……1,510円

（2割）400円（3割）600円

TAIS/00857-000005

TAIS/00857-000006

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ3.5cm
●重量1.1kg

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ5.5cm
●重量1.2kg

シーポス

モルテン

マイクッション

ケープ

CK-398

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

月額レンタル料……1,400円

ご利用者負担額（1割）140円

全国平均価格 ……1,960円

（2割）400円（3割）600円

全国平均価格 ………920円

（2割）280円（3割）420円

TAIS/00054-000030

TAIS/00206-000051

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ5cm
●重量1.3kg

●幅39cm
●奥行39cm
●厚さ8cm
●重量0.5kg

キュブレナクッション

CK-400

ケープ

デュオジェルクッション

ケープ

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

全国平均価格 ……2,710円

（2割）600円（3割）900円

全国平均価格 ……1,970円

（2割）400円（3割）600円

TAIS/00206-000081

TAIS/00206-000048

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ10cm
●重量1.1kg

●幅42cm
●奥行42cm
●厚さ7.5cm
●重量1.9kg

アクションパッド＃9000

アクションジャパン

リフレックス

ユーキトレーディング

月額レンタル料……2,200円

ご利用者負担額（1割）220円

月額レンタル料……2,200円

ご利用者負担額（1割）220円

全国平均価格 ……2,240円

（2割）440円（3割）660円

全国平均価格 ……2,080円

（2割）440円（3割）660円

TAIS/00428-000005

TAIS/00468-000034

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ2.5cm
●重量4.5kg

●幅40cm
●奥行40cm
●厚さ8cm
●重量0.72kg

ロホエンハンサー

RH3838

アビリティーズ・ケアネット

ロホクッションロータイプ

531850

アビリティーズ・ケアネット

月額レンタル料……3,500円

ご利用者負担額（1割）350円

月額レンタル料……3,500円

ご利用者負担額（1割）350円

全国平均価格 ……4,430円

（2割）700円（3割）1,050円

全国平均価格 ……4,120円

（2割）700円（3割）1,050円

TAIS/00249-000087

TAIS/00249-000049

●幅38cm
●奥行38cm
●厚さ10cm
●重量1.1kg

●幅38cm
●奥行38cm
●厚さ5cm
●重量0.85kg

車いす用付属品

月額レンタル料……2,100円

べスポジェルクッション

車いす用付属品

車いす用付属品
アウルREHA3Dジャスト（エクスジェルクッション） 加地
加地
アウルREHAハイ （エクスジェルクッション）
月額レンタル料……2,200円
ご利用者負担額（1割）220円
月額レンタル料……2,200円
ご利用者負担額（1割）220円 全国平均価格 ……2,300円
（2割）440円（3割）660円
全国平均価格 ……2,200円
（2割）440円（3割）660円 TAIS/00540-000055
TAIS/00540-000029

●全幅40cm
●奥行40cm
●厚さ3.5cm
●重量1.5kg

●全幅40cm
●奥行40cm
●厚さ8cm
●重量1.4kg

アウルREHAレギュラー （エクスジェルクッション） 加地
月額レンタル料……2,000円
ご利用者負担額（1割）200円
全国平均価格 ……1,870円
（2割）400円（3割）600円
TAIS/00540-000028

エクスジェルクッション選定ポイント
●アウル REHA ハイ

リスクが高くエアクッションに近い減圧効果が必要な方

●アウル REHA レギュラー

●全幅40cm
●奥行40cm
●厚さ4cm
●重量1.2kg

薄さ・足つき性を求める方に

●アウル REHA 3D ジャスト
前ずれ・大腿部・骨盤支持が必要な方に

アウルサポート シートクッション OWLS-S01 加地 アウルサポート バッククッション OWLS-B01 加地
月額レンタル料……2,000円
ご利用者負担額（1割）200円
ご利用者負担額（1割）200円 月額レンタル料……2,000円
全国平均価格
……2,710円
全国平均価格 ……2,710円
（2割）400円（3割）600円
（2割）400円（3割）600円

TAIS/00540-000017

TAIS/00540-000017

●全幅40ｃｍ
●奥行40ｃｍ
●厚さ 前7cm/中5.5cm/後5cm
●重量1.2ｋｇ

●全幅48ｃｍ
●奥行36.5ｃｍ
●厚さ12cm
●重量1.4ｋｇ

FC-フィット（腰）
月額レンタル料……1,200円
全国平均価格 ……1,970円
TAIS/01149-000008

アイソネックス

ご利用者負担額（1割）120円
（2割）240円（3割）360円

●幅41cm
●高さ20cm

アイソネックス

ご利用者負担額（1割）170円
（2割）340円（3割）510円

月額レンタル料……1,700円
全国平均価格 ……1,340円
TAIS/00149-000023

●幅40cm
●高さ22cm

車いす用シートベルト
月額レンタル料……1,000円
全国平均価格 ………620円
TAIS/01365-Z00001

カワムラ

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

●85cm〜150cm

ボンベ架台

FC-フィット（背）

MS-134

月額レンタル料 ……1,000円
全国平均価格…………800円
TAIS/00122-000214

ミキ

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

延長棒（＋10㎝）

ミキ

延長棒（＋15㎝）

松永製作所

月額レンタル料500円 全国平均価格410円

月額レンタル料500円 全国平均価格450円

TAIS/00122-000426

TAIS/00066-000298

ご利用者負担額（1割）50円

ご利用者負担額（1割）50円
（2割）100円（3割）150円 （2割）100円（3割）150円

スーパーへッド

SH-01

月額レンタル料……1,500円
全国平均価格 ……1,670円
TAIS/00156-000015

アルバジャパン

ご利用者負担額（1割）150円
（2割）300円（3割）450円

●重量1.1kg
●対応座幅 平面式:34cm〜44cm
立体式:38cm〜48cm

スロープ
ダイヤスロープ

シンエイテクノ

勾配
全国
負担額
月額
高さ 有効幅 度数 TAISコード 平均価格
レンタル料 （1割）

76㎝

3.5㎝

1.0㎝

73㎝

14 01115-000018

520円

700円

70円

76㎝

5.5㎝

1.5㎝

71㎝

14 01115-000005

540円

700円

70円

DS76-20

76㎝

7.5㎝

2.0㎝

69㎝

14 01115-000006

550円

700円

70円

DS76-25

76㎝

9.5㎝

2.5㎝

67㎝

14 01115-000007

550円

700円

70円

DS76-30

76㎝ 11.5㎝

3.0㎝

65㎝

14 01115-000008

570円

700円

70円

DS76-35

76㎝ 13.5㎝

3.5㎝

68㎝

14 01115-000009

600円

700円

70円

DS76-40

76㎝ 15.5㎝

4.0㎝

66㎝

14 01115-000010

630円

700円

70円

DS76-45

76㎝ 17.5㎝

4.5㎝

64㎝

14 01115-000011

640円

700円

70円

DS76-50

76㎝

20㎝

5.0㎝

62㎝

14 01115-000012

700円

1,000円

100円

DS76-55

76㎝

20㎝

5.5㎝

62㎝ 15.5 01115-000016

840円

1,000円

100円

DS76-60

76㎝

20㎝

6.0㎝

62㎝

890円

1,000円

100円

幅

DS76-10
DS76-15

17 01115-000017

ダンスロープライト
長さ
85 ㎝
125 ㎝
165 ㎝
205 ㎝
255 ㎝

幅
78 ㎝
78 ㎝
78 ㎝
78 ㎝
78 ㎝

ダンロップホームプロダクツ

重量
4.0 ㎏
6.0 ㎏
7.5 ㎏
9.5 ㎏
13.5 ㎏

形式
N-85B
R-125E
R-165E
R-205E
R-255E

TAIS
00532-000035
00532-000034
00532-000033
00532-000032
00532-000031

全国平均価格 月額レンタル料 負担額（1 割）
4,970 円 5,000 円
500 円
6,170 円 6,000 円
600 円
6,790 円 6,000 円
600 円
7,710 円 7,000 円
700 円
8,920 円 8,000 円
800 円

ダンスロープライト スリム
長さ
85 ㎝
125 ㎝
165 ㎝
205 ㎝
245 ㎝

幅
重量
74.5 ㎝ 4.0 ㎏
74.5 ㎝ 5.0 ㎏
74.5 ㎝ 7.0 ㎏
74.5 ㎝ 9.0 ㎏
74.5 ㎝ 11.0 ㎏

形式
R-85SL
R-125SL
R-165SL
R-205SL
R-245SL

TAIS
00532-000022
00532-000021
00532-000020
00532-000019
00532-000018

ダンロップホームプロダクツ

全国平均価格 月額レンタル料 負担額（1 割）
4,510 円 5,000 円
500 円
6,020 円 6,000 円
600 円
6,670 円 7,000 円
700 円
7,560 円 7,500 円
750 円
8,940 円 8,000 円
800 円

ダンスロープエアー
長さ
65 ㎝
100 ㎝
120 ㎝
150 ㎝
175 ㎝
200 ㎝
245 ㎝
285 ㎝

幅
70.4 ㎝
70.4 ㎝
70.4 ㎝
70.4 ㎝
70.4 ㎝
70.4 ㎝
71.0 ㎝
71.0 ㎝

重量
3.5 ㎏
4.5 ㎏
5㎏
6㎏
7㎏
8㎏
10 ㎏
11 ㎏

スロープ

奥行

品 番

ダンロップホームプロダクツ

形式
R-65A
R-100A
R-120A
R-150A
R-175A
R-200A
R-245A
R-285A

TAIS
全国平均価格 月額レンタル料 負担額（1 割）
00532-000028 4,330 円
5,000 円
500 円
00532-000027 5,254 円
5,900 円
590 円
00532-000026 6,115 円
6,000 円
600 円
00532-000025 6,354 円
6,500 円
650 円
00532-000024 6,860 円
7,000 円
700 円
00532-000023 7,951 円
8,000 円
800 円
00532-000030 9,280 円
8,000 円
800 円
00532-000029 11,000 円 10,050 円 1,050 円

NEW

スロープ
ケアスロープ

ロ用
ー付
プ属品
車ス
いす

長さ
100 ㎝
120 ㎝
150 ㎝
175 ㎝
200 ㎝
240 ㎝
285 ㎝

幅
重量
形式
70 ㎝ 5.0 ㎏ CS-100
70 ㎝ 6.0 ㎏ CS-120
70 ㎝ 8.0 ㎏ CS-150
70 ㎝ 9.0 ㎏ CS-175
70 ㎝ 10.0 ㎏ CS-200
70 ㎝ 11.0 ㎏ CS-240C
70 ㎝ 15.0 ㎏ CS-285C

ケアメディックス

TAIS
00093-000016
00093-000017
00093-000018
00093-000019
00093-000020
00093-000021
00093-000038

全国平均価格 月額レンタル料 負担額（1割）
4,650 円
5,400 円
540 円
5,500 円
6,000 円
600 円
5,950 円
6,000 円
600 円
6,330 円
6,400 円
640 円
7,050 円
7,200 円
720 円
8,570 円
8,000 円
800 円
10,310 円
10,500 円 1,050 円

レッツボード
長さ
100 ㎝
125 ㎝
150 ㎝
175 ㎝
200 ㎝
240 ㎝
280 ㎝

幅
重量
形式
68 ㎝ 5.0 ㎏ KQ3310
68 ㎝ 6.0 ㎏ KQ3312
68 ㎝ 7.0 ㎏ KQ3315
68 ㎝ 9.0 ㎏ KQ3317
68 ㎝ 10.5 ㎏ KQ3320
68 ㎝ 12.5 ㎏ KQ3324
68 ㎝ 17.5 ㎏ KQ3328

パラマウントベッド

TAIS
00170-001190
00170-001191
00170-001192
00170-001193
00170-001194
00170-001195
00170-001196

全国平均価格 月額レンタル料 負担額（1割）
4,160 円
6,000 円
600 円
5,950 円
6,000 円
600 円
6,260 円
6,000 円
600 円
6,500 円
7,000 円
700 円
7,340 円
8,000 円
800 円
9,130 円
8,000 円
800 円
13,500 円
11,000 円 1,100 円

NEW

ケアスロープ適応段差の目安

立ち上がり補助介助リフト

Ⅲ

介護負担軽減のためのツール

移動用リフト
立ち上がり補助介助リフト

34p

イスに座ったままで、床や畳から腰・膝に負担をかけず立ち上がることができます。

電動介護リフト

35ｐ

ベッドから車いす、床からベッドなど、住居内の場面に応じ、様々なリフトが用意されています。
運動機能に合わせ、活動的な毎日をサポートいたします。

入浴用リフト

35ｐ

浴槽での立ち座りや出入りをサポートし、安全に気持ち良く入浴してもらうためのものです。
介助者の負担も軽減いたします。

段差解消機

35ｐ

玄関の段差を解消。車いすの利用者、介助者の負担を軽減することで、外出への抵抗感も
減らしましょう。

認知症老人徘徊感知機器

36ｐ

住居内にセンサーを設置することで、ご家族が離れていても、
お年寄りを見守ってくれます。安心した毎日を過ごすために。

昇降いす

在宅での介護はとにかく大変だというイメージがあります。確かに適切な対策をとらな
ければ、介助者への負担は相当なものとなり、要介助者もついつい介助者へ遠慮し、住
居内でもあまり動き回ることのない生活になりがちです。家族はリビングで団らんして
いるのに、要介助者はベッドに寝たままというのは、できることならば避けたいもので
す。ここでは住居内の移動を妨げるものへの様々なツールをご紹介いたします。
トイレ
もお風呂もおっくうではなく、団らんや外出も楽しくできる・
・
・そんな暮らしのお手伝い
をしてくれる道具たちです。

立ち上がり補助介助リフト
コムラ製作所
独立宣言リクライニング電動昇降座椅子 DSREC
コムラ製作所
独立宣言エコライト電動昇降座椅子 DSER
月額レンタル料……15,000円 ご利用者負担額
（1割）1,500円
月額レンタル料……8,000円
ご利用者負担額（1割）800円 全国平均価格 ……16,550円
（2割）3,000円（3割）4,500円
全国平均価格 ……9,500円
（2割）1,600円（3割）2,400円
TAIS/00088-000015

TAIS/00088-000012

●座高：16〜57cm
●幅66ｃｍ
●長さ101.5cm
●高さ95.5cm
●重量45ｋｇ

●座高：16〜57cm
●幅62ｃｍ
●長さ78cm
●高さ84cm
●重量36ｋｇ

昇降いす
リフトアップ

移動用リフト電動リフトアップチェア
月額レンタル料……8,000円
全国平均価格 ……7,550円
TAIS/00170-000685

チルト

パラマウントベッド
昇降座いす ライズターン(KD-650)
ご利用者負担額（1割）800円 月額レンタル料……12,000円 ご利用者負担額（1割）1,200円
（2割）1,600円（3割）2,400円 全国平均価格
（2割）2,400円（3割）3,600円

●耐荷重：100.0kg
●ストローク：17cm
●座面高さ：42〜59cm
●座幅：43cm
●設置面積：幅56×長さ63.5cm
●幅56ｃｍ
●長さ63.5cm
●高さ82cm
●重量約20ｋｇ

KZ-165001

パラマウントベッド

TAIS/00170-000711

●座面高さ16〜59.5cm
●全幅58cm
●奥行92cm
●高さ85.5cm〜127cm
●重量38.5ｋｇ

NEW

電動介護リフト
パラマウントベッド
床走行式電動介護リフト KQ-781
モリトー
介護リフトつるべーBセット
月額レンタル料……15,000円 ご利用者負担額
（1割）1,500円
月額レンタル料……18,300円 ご利用者負担額
（1割）1,830円
全国平均価格 ……14,790円 （2割）
3,000円（3割）4,500円
全国平均価格 ……18,020円 （2割）
3,660円（3割）5,490円 TAIS/00170-000695
TAIS/00229-000005

●アーム長さ：85cm
●回転支柱長さ：130cm
●最大荷重：205kg
●重量：38kg

●幅65〜106ｃｍ
●長さ130cm
●高さ131〜205cm
●重量51.3ｋｇ
●最大荷量100ｋｇ

リフト
入浴用リフト
段差解消機
いうら
TOTO
車椅子用電動昇降機 UD-310S
バスリフト EWB101S
月額レンタル料……14,300円 ご利用者負担額
（1割）1,430円 月額レンタル料……23,800円 ご利用者負担額（1割）2,380円
全国平均価格 ……14,110円 （2割）
2,860円（3割）4,290円 全国平均価格 ……21,420円 （2割）4,760円（3割）7,140円
TAIS/00187-000111

TAIS/00084-000067

●幅64.5〜76ｃｍ●長さ57.5cm
●高さ15cm●重量20ｋｇ
●最大重量100ｋｇ
●商品構成：バスリフト本体、
充電式ニカド電池充電器

●幅103ｃｍ●長さ145.5cm●高さ130.2〜193.3cm●重量85ｋｇ
●最大荷量150ｋｇ
●電源：AC100V、50／60Hz※条件によっては設置出来ない場合が
ございます。

バスリフトに
移乗します

リモコンでシートを
降ろします

任意の高さで
入浴できます

認知症老人徘徊感知機器
Aタイプ
立ち上がる

徘徊感知器

Bタイプ
起き上がる

Cタイプ
照射範囲に入る

Dタイプ
ドアを開ける

ひとり歩きが心配な方

要介護度が高く、起き上がりと
同時に知らせる必要がある方

センサーがあることを
気にしてしまう方

居室内での移動は、
伝い歩きでも可能な方

家族コール3 Aタイプ
メロディチャイム

家族コール3 Bタイプ
メロディチャイム

家族コール3 Cタイプ
メロディチャイム

家族コール3 Dタイプ
メロディチャイム

月額レンタル料……8,000円
全国平均価格 ……7,670円

月額レンタル料……6,000円
全国平均価格 ……5,870円

HK-3A

テクノスジャパン

月額レンタル料……8,000円
全国平均価格 ……7,670円

HK-3B

テクノスジャパン

月額レンタル料……8,000円
全国平均価格 ……6,660円

HK-3C

テクノスジャパン

HK-3D

テクノスジャパン

ご利用者負担額（1割）800円 ご利用者負担額（1割）800円 ご利用者負担額（1割）800円 ご利用者負担額（1割）600円
（2割）1,600円（3割）2,400円 （2割）1,600円（3割）2,400円 （2割）1,600円（3割）2,400円 （2割）1,200円（3割）1,800円
TAIS/00318-000146

TAIS/00318-000147

TAIS/00318-000148

●マット
幅100cm×50cm×厚さ0.3cm
●セット内容
床センサーK、受信機、送信機
●受信機通達距離 100m

●マット
幅80cm×25cm×厚さ0.6cm
●セット内容
ベッドセンサーK、受信機、送信機
●受信機通達距離 100m

●セット内容
超音波・赤外線センサーK、受信機
●クリップ

NEW

NEW

NEW

NEW

家族コール3 Aタイプ
スマート

家族コール3 Bタイプ
スマート

家族コール3 Cタイプ
スマート

家族コール3 Dタイプ
スマート

月額レンタル料……7,000円
全国平均価格 ……6,400円

月額レンタル料……6,000円
全国平均価格 ……6,370円

HKSM-3A

テクノスジャパン

月額レンタル料……7,000円
全国平均価格 ……6,400円

HKSM-3B

テクノスジャパン

月額レンタル料……7,000円
全国平均価格 ……7,180円

HKSM-3C

テクノスジャパン

TAIS/00318-000149

●セット内容
ドアスイッチK、受信機、送信機

HKSM-3D

テクノスジャパン

ご利用者負担額（1割）700円 ご利用者負担額（1割）700円 ご利用者負担額（1割）700円 ご利用者負担額（1割）600円
（2割）1,400円（3割）2,100円 （2割）1,400円（3割）2,100円 （2割）1,400円（3割）2,100円 （2割）1,200円（3割）1,800円
TAIS/00318-000150

TAIS/00318-000151

●マット
幅100cm×50cm×厚さ0.3cm
●セット内容
床センサーK、送信機、スマートK
●受信機通達距離 100m

●マット
幅80cm×25cm×厚さ0.6cm
●セット内容
ベッドセンサーK、送信機、スマートK
●受信機通達距離 100m

NEW

NEW

NEW

NEW

家族コール2 Aタイプ

家族コール2 Bタイプ

家族コール2 Cタイプ

家族コール2 Dタイプ

月額レンタル料……8,000円
全国平均価格 ……6,540円

月額レンタル料……8,000円
全国平均価格 ……6,540円

月額レンタル料……8,000円
全国平均価格 ……6,710円

月額レンタル料……6,000円
全国平均価格 ……5,550円

HK-2A

テクノスジャパン

HK-2B

テクノスジャパン

TAIS/00318-000152

●セット内容
超音波・赤外線センサーK
スマートK
●クリップ

HK-2C

テクノスジャパン

TAIS/00318-000153

●セット内容
ドアスイッチK、送信機
スマートK

HK-2D

テクノスジャパン

ご利用者負担額（1割）800円 ご利用者負担額（1割）800円 ご利用者負担額（1割）800円 ご利用者負担額（1割）600円
（2割）1,600円（3割）2,400円 （2割）1,600円（3割）2,400円 （2割）1,600円（3割）2,400円 （2割）1,200円（3割）1,800円
TAIS/00318-000055

TAIS/00318-000056

TAIS/00318-000057

TAIS/00318-000081

●マットサイズ幅50×長さ80cm
●マットサイズ幅25×長さ80cm
●通達距離 約100m（見通し距離） ●通達距離 約100m（見通し距離）
●通達距離 約100m（見通し距離） ●通達距離 約100m（見通し距離）

Ⅳ

心地よいベッドを選ぶ
特殊寝台は寝たきりの利用者を生み出さないためのものです。ベッドは寝るためのもの
で、
できるだけ生活はその他の場所で行うことが健康につながる・
・
・そのための工夫がつ
まっています。
ご利用者の状況に応じた適切なベッド選定は、
介助者の負担軽減にもつな
がります。

38p 〜

起居動作など筋力の低下を補う機能が、
ご利用者・介護する方に
快適性をもたらします。

特殊寝台付属品

42p 〜

様々なご利用者の状況に合わせ、様々なオプションをご用意して
おります。

マットレス

43p 〜

堅さや通気性など機能性に富んだアイテムからお選びください。

床ずれ予防用具

44p 〜

寝たままの生活は床ずれになりやすく、治りにくいもの。
予防が一番です。

ベッドを選ぶ 使用する方の身体の大きさを考慮しましょう
ベッドの巾や長さを決める際、身体に合った
ものを探しましょう。その際介護のしやすさ
も一緒に検討することがポイントです。

■幅

■長さ

83ｃｍ

91ｃｍ

191ｃｍ

180ｃｍ

■寸法の見方
総幅
ボトム高さ
全長
総
幅：ベッドの一番外側の幅です。
全
長：ベッドの一番外側の長さです。
ボトム高さ：床からボトム面
（マットレスをのせる面）
までの高さです。
マットレスの厚みは含まれません。

ベッドを設置する部屋の
大きさを考慮しましょう
車いすを使うた
めには1m以上

■ベッド表示マークの一覧
背上げ

膝上げ

ベッドの背を上げ
お好きな角度に調
節できます

高さ調整

膝の部分を上げて
お好きな角度に調
節できます

幅広

背・膝運動 背上げの角度に合
わせて膝が連動し
て動きます

身長150cm以上の方に
オススメです。

使用する方の身体の状態や生活リズムなどを充分考慮して
モーター数を検討しましょう。
3モーター

モーター

介護するための
方のスペース
30cm以上

身長150cm未満の方に
オススメです。

モーター数を検討する際には

3

高さを調整するため
の10cm
以上のスペース

ゆったりとしたスペースと
介護のしやすさを両立で
きます。

接近しやすいので
介護しやすいです。

背上げと足上げ、高さを別々に操作できます
2モーター

モーター

2

背上げと足上げが連動し、高さが調整できます

■特殊寝台（電動ベッド）
・特殊寝台付属品各部の名称
立ちやすく、介
護しやすい高さ
に調節できます

ヘッドボード

オーバー
テーブル

ベッドサイド
レール
介助バー

幅が90cm以上
のマットレスを
使 用する余 裕
を持った巾広タ
イプ の 電 動 介
護ベッド

ベッド本体

フットボード

特殊特
寝殊
台寝台

特殊寝台

特殊寝台
コアネオ

シーホネンス

●幅93〜99.6ｃｍ
●長さ208cm
●高さ58.6〜95.6cm
●床高25ｃｍ
●使用するマットレスは91ｃｍ幅です

2モーター

NS-820

月額レンタル料……7,000円

シーホネンス

非課税

全国平均価格 ……6,780円

ご利用者負担額（1割）700円
（2割）1,400円（3割）2,100円

TAIS/00167-000262

3モーター

NS-830

月額レンタル料……9,000円

外寸法：cm

全国平均価格 ……8,070円

58.6〜
95.6

シーホネンス

非課税

ご利用者負担額（1割）900円
（2割）1,800円（3割）2,700円

TAIS/00167-000263
213
93〜99.6

2モーター用

特殊寝台

「コアネオ」用オプション
サイドレール K-170R
月額レンタル料……500円

シーホネンス

セット時非課税

ご利用者負担額（1割）50円
（2割）100円（3割）150円

全国平均価格 ……440円
TAIS/00167-000111

回転式アーム介助バー
課税

全国平均価格 ……1,690円
TAIS/00167-000138

●長さ119ｃｍ
●高さ38ｃｍ
●グリップ部：長さ38ｃｍ×高さ42ｃｍ

K-40R

シーホネンス

ご利用者負担額（1割）200円
（2割）400円（3割）600円

K-190RX

シーホネンス

月額レンタル料……500円

セット時非課税 ご利用者負担額
（1割）50円

全国平均価格 ……370円

（2割）100円（3割）150円

TAIS/00167-000202

●長さ59ｃｍ
●高さ39.5ｃｍ
●1本

●長さ99.5ｃｍ
●高さ41ｃｍ
●2本1組

月額レンタル料……2,000円

サイドレール

3モーター用

メモ

特殊寝台
Q-AURA（クオラ） （JIS規格品）

2モーター

パラマウントベッド

月額レンタル料

KQ-62310

ご利用者負担額（1割）700円

……7,000円 非課税

（2割）1,400円（3割）2,100円

全国平均価格 ………6,646円

●幅99.9ｃｍ
●長さ210cm
●高さ64〜99cm
●床高25ｃｍ

パラマウントベッド

TAIS/00170-0000868

3モーター

64〜
99

月額レンタル料

210
99.9

KQ-63310

パラマウントベッド

ご利用者負担額（1割）900円

……9,000円 非課税

（2割）1,800円（3割）2,700円

全国平均価格 ………8,464円
TAIS/00170-0000874

3モーター用

2モーター用

月額レンタル料……500円
全国平均価格 ……460円

サイドレール

パラマウントベッド

セット時非課税

月額レンタル料……500円

ご利用者負担額（1割）50円

●長さ58.9ｃｍ
●高さ50.3cm
●1本

●長さ96.4ｃｍ
●高さ50.3cm
●2本1組

KS-096A

パラマウントベッド

月額レンタル料…2,000円 全国平均価格…1,780円
課税

ご利用者負担額（1割）50円
（2割）100円（3割）150円

TAIS/00170-000537

TAIS/00170-000527

介助バー

セット時非課税

全国平均価格 ……390円

（2割）100円（3割）150円

パラマウントベッド

KS-151Q

ご利用者負担額（1割）200円
（2割）400円（3割）600円

サイドグリップ

KSO30A パラマウントベッド

月額レンタル料…1,000円 全国平均価格…1,022円
課税

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

キャスター

KQ-39A

パラマウントベッド

月額レンタル料…1,000円 全国平均価格…780円
課税

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

TAIS/00170-000551

TAIS/00170-000897

TAIS/00170-000592

●長さ110.9ｃｍ
●高さ50.3cm

●長さ82.2cm
●高さ52.3cm

●4個セット
（2個ロック付）
※キャスターを取り付けてもベッドの高さは変わ
りません

特殊寝台

クオラ用オプション
サイドレール KS-161Q

特殊寝台
「楽匠」Z （JIS規格品）

2モーション

パラマウントベッド

KQ-7231

全国平均価格 ……8,810円

●幅99.6ｃｍ
●長さ209.6ｃｍ
●高さ64〜99.1ｃｍ
●床高20ｃｍ

ご利用者負担額（1割）900円

非課税

月額レンタル料……9,000円

パラマウントベッド

（2割）1,800円（3割）2,700円

TAIS/00170-000777

3モーション

61.7〜
105.2

KQ-7331

月額レンタル料……12,000円

212.3
99.9

非課税

パラマウントベッド

ご利用者負担額（1割）1,200円
（2割）2,400円（3割）3,600円

全国平均価格 ……10,840円
TAIS/00170-000785

3モーション用

2モーション用

特殊寝台

「楽匠」Z用オプション
サイドレール KS-161Q
月額レンタル料……500円
全国平均価格 ……460円

サイドレール

パラマウントベッド

セット時非課税

月額レンタル料……500円

ご利用者負担額（1割）50円

●長さ58.9ｃｍ
●高さ50.3cm
●1本

●長さ96.4ｃｍ
●高さ50.3cm
●2本1組

KS-096A

パラマウントベッド

月額レンタル料…2,000円 全国平均価格…1,780円
課税

（2割）100円（3割）150円

TAIS/00170-000537

TAIS/00170-000527

介助バー

ご利用者負担額（1割）50円

セット時非課税

全国平均価格 ……390円

（2割）100円（3割）150円

パラマウントベッド

KS-151Q

ご利用者負担額（1割）200円
（2割）400円（3割）600円

サイドグリップ

KSO30A パラマウントベッド

月額レンタル料…1,000円 全国平均価格…1,022円
課税

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

キャスター

KQ-P70C

パラマウントベッド

月額レンタル料…1,000円 全国平均価格…780円
課税

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

TAIS/00170-000551

TAIS/00170-000897

TAIS/00170-000794

●長さ110.9ｃｍ
●高さ50.3cm

●長さ82.2cm
●高さ52.3cm

●4個セット
（2個ロック付）
※キャスターを取り付けてもベッドの高さは変わ
りません

特殊寝台
「楽匠」S （JIS規格品）

パラマウントベッド

●幅100ｃｍ
●長さ210cm
●高さ59〜104cm
●床高20ｃｍ
●使用するマットレスは91ｃｍ幅です

2モーター

KQ-9231

月額レンタル料……9,000円

パラマウントベッド

ご利用者負担額（1割）900円

非課税

（2割）1,800円（3割）2,700円

全国平均価格 ……8,890円
TAIS/00170-000517

らくらくモーション
月額レンタル料……12,000円

KQ-9631
非課税

パラマウントベッド

ご利用者負担額（1割）1,200円
（2割）2,400円（3割）3,600円

全国平均価格 ……11,340円
TAIS/00170-000519

20cm

らくらくモーション用

2モーター用

セット時非課税

月額レンタル料……500円

パラマウントベッド

ご利用者負担額（1割）50円

（2割）100円（3割）150円

全国平均価格 ……460円
TAIS/00170-000527

KS-096A

月額レンタル料……2,000円

KS-151Q

パラマウントベッド

課税

全国平均価格 ……1,780円

月額レンタル料……500円
全国平均価格 ……390円

（2割）100円（3割）150円

TAIS/00170-000537

ハイトスペーサー

KＱ-Ｐ90Ｈ

月額レンタル料………500円

セット時非課税 ご利用者負担額
（1割）50円

（2割）400円（3割）600円

全国平均価格 ………500円

（2割）100円（3割）150円

TAIS/00170-000561

●長さ110.9ｃｍ
●高さ50.3cm

●4個セット
（2個ロック付）
※キャスターを取り付けると高さが
6.5cm高くなります。

月額レンタル料……1,000円
全国平均価格 ……1,022円

KSO30A
課税

パラマウントベッド

ご利用者負担額（1割）200円

TAIS/00170-000551

サイドグリップ

パラマウントベッド

セット時非課税 ご利用者負担額
（1割）50円

●長さ59ｃｍ
●高さ50.3cm
●1本

●長さ96.4ｃｍ
●高さ50.3cm
●2本1組

介助バー

サイドレール

パラマウントベッド

キャスター

KＱ-Ｐ90Ｃ

ご利用者負担額（1割）100円

月額レンタル料……1,000円

（2割）200円（3割）300円

全国平均価格 ………850円

課税

TAIS/00170-000897

TAIS/00170-000560

●長さ82.2ｃｍ
●高さ52.3cm

●4個セット
（2個ロック付）
※キャスターを取り付けてもベッドの
高さは変わりません

パラマウントベッド

ご利用者負担額（1割）100円
（2割）200円（3割）300円

特殊寝台

「楽匠」S用オプション（JIS規格対応品）
サイドレール KS-161Q

特殊寝台付属品
ベッドサイドテーブル

KF-195

パラマウントベッド

月額レンタル料……3,000円

ご利用者負担額（1割）300円

全国平均価格 ……2,540円

（2割）600円（3割）900円

TAIS/00170-000376

KF-832LB

パラマウントベッド

月額レンタル料……3,500円

ご利用者負担額（1割）350円

全国平均価格 ……2,850円

（2割）700円（3割）1,050円

TAIS/00170-000323

●幅133.4ｃｍ
●奥行63.4ｃｍ
●高さ63〜95cm

●幅90.7ｃｍ
●奥行42ｃｍ
●高さ63.5〜92.5cm

特殊寝台付属品

リハビリテーブル

オーバーベッドテーブル

KF-840

パラマウントベッド

月額レンタル料……3,500円

ご利用者負担額（1割）350円

全国平均価格 ……3,140円

（2割）700円（3割）1,050円

メモ

TAIS/00170-000489

●幅79ｃｍ
●奥行58ｃｍ
●高さ54〜79cm

スライディングボード
イージーグライドＭ

パラマウントベッド

介助ベルト
フレキシベルトハグ

KZ-A52072

パラマウントベッド

月額レンタル料……1,200円

ご利用者負担額（1割）120円

月額レンタル料……1,700円

ご利用者負担額（1割）170円

全国平均価格 ……1,240円

（2割）240円（3割）360円

全国平均価格 ……1,720円

（2割）340円（3割）510円

TAIS/00170-000570

TAIS/00170-000694

●幅33ｃｍ
●長さ60ｃｍ
●高さ0.5cm

●ウエスト M：70〜120cm※支えながらベッドに移すことができます。
※介護する方もフレキシベルトを装着すると、介護される方がつかまるとこ
ろを用意できます。

マットレス
ストレッチフィット
月額レンタル料 ………2,800円
全国平均価格…（91幅）2,750円
全国平均価格…（83幅）2,710円

モルテン

ご利用者負担額（1割）280円
（2割）560円（3割）840円

91幅KE-781TQ

通気タイプ TAIS/ 00170-000735

83幅KE-783TQ

通気タイプ TAIS/ 00170-000737

91幅KE-791SQ

通気タイプ TAIS/ 00170-000730

83幅KE-783SQ

通気タイプ TAIS/ 00170-000732

KE-523Q・KE-521Q

タイカ

ご利用者負担額（1割）280円

月額レンタル料……2,800円
全国平均価格 ……2,948円

（2割）560円（3割）840円

91cm幅

TS-SKT-ReA1R

TAIS/00563-000108

83cm幅

TS-SKT-ReA3R

TAIS/00563-000106

91cm幅mini

TS-SKT-ReA1S

TAIS/00563-000109

83cm幅mini

TS-SKT-ReA3S

TAIS/00563-000107

NEW

パラマウントベッド

エバーフィットC3

パラマウントベッド

月額レンタル料……2,800円

ご利用者負担額（1割）280円

全国平均価格 ……2,680円

（2割）560円（3割）840円

月額レンタル料………2,800円
全国平均価格…（通気）2,864円
全国平均価格…（ドライ）2,993円

KE-523Q TAIS/00170-000390

KE-521Q TAIS/00170-000389

100幅

KE-617TQ

通気タイプ

TAIS/00170-001046

KE-523Q
●幅83ｃｍ●長さ191ｃｍ
●厚さ10cm

91幅

KE-611TQ

通気タイプ

TAIS/00170-001042

83幅

KE-613TQ

通気タイプ

TAIS/00170-001044

91幅ミニ

KE-612TQ

通気タイプ

TAIS/00170-001043

KE-521Q
●幅91ｃｍ●長さ191ｃｍ
●厚さ10cm

83幅ミニ

KE-614TQ

通気タイプ

TAIS/00170-001045

91幅

KE-611UQ

ドライタイプ

TAIS/00170-001033

83幅

KE-613UQ

ドライタイプ

TAIS/00170-001035

91幅ミニ

KE-612UQ

ドライタイプ

TAIS/00170-001034

83幅ミニ

KE-614UQ

ドライタイプ

TAIS/00170-001036

ご利用者負担額（1割）280円
（2割）560円（3割）840円

NEW

プレグラーマットレス
月額レンタル料……2,000円
全国平均価格 ……2,020円
KE-553Q TAIS/00170-000142

KE-553Q
●幅91ｃｍ●長さ191ｃｍ
●厚さ8cm
KE-551Q
●幅90ｃｍ●長さ185ｃｍ
●厚さ8cm

KE-553Q・KE-551Q

パラマウントベッド

ダブルウェーブマットレス

MB-2500L

シーホネンス

ご利用者負担額（1割）200円

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

（2割）400円（3割）600円

全国平均価格 ……2,000円

（2割）400円（3割）600円

KE-551Q TAIS/00170-000159

TAIS/00167-000002

MB-2500L
●幅90ｃｍ●長さ191ｃｍ
●厚さ8cm

特殊寝台附属マットレス

エバーフィット

アルファプラ すくっとRe（通気タイプ）

床ずれ予防用具
QOL（生活の質）低下防止

寝返り体位変換を自由に行えないなど、床ずれを
予防したい方に必要になるのが、からだにかかる
圧力を効果的に分散する床ずれ予防用具です。床
ずれ予防またはケアにお使いください。

■床ずれができやすい部位
仰臥位
︵仰向け︶

床ずれは短期間で発生し、治療には長い時間と、介護の
負担がかかります。快適な暮らしを送るためにも、事前
のケアが大切です。

後頭部

肩甲骨

肘

仙骨

尾骨

かかと

■床ずれの主な原因
圧迫

側臥位
︵横向け︶

摩擦
床ずれ
（じょく瘡）

湿潤

特殊寝台付属品

※グラフは、一般的な目安となっております。
身体状況などにより個人差がございますので
ご了承ください。
［モルテン］

アマンダ

［モルテン］

エアーマット

オスカー

［ケープ］

ラグーナ

［ケープ］ ビックセル

インフィニティ

［パラマウント］

ここちあ利楽
楽

［パラマウント］

ここちあ風香

［パラマウント］

エバーブラウド

特殊マットレス

［パラマウント］

ストレッチグライド
アクアフロート

［ケープ］

キュオラ

［タイカ］

アルファプラF

［タイカ］

アルファプラL

肘

大転子部

ひざとひざがあたる部分
くるぶし

耳

栄養

手の甲

下記のグラフを目安に
お選びください。

［パラマウント］

肩

予

防

ステージⅠ
紅斑（圧迫し
ても蒼白に
ならない）

NPUAP分類
ステージ Ⅱ

ステージ Ⅲ

ステージ Ⅳ

皮膚全層および 筋 肉・骨 支
真皮に
皮下組織に至る
持組織にお
およぶ損傷 深在性筋膜にお
よぶ損傷
よぶ損傷

ポケット
じょく瘡

床ずれ予防マットレス
ストレッチグライド 通気タイプ

パラマウントベッド

月額レンタル料……5,300円

ご利用者負担額（1割）530円

全国平均価格 ……5,190円

（2割）1,060円（3割）1,590円

KE-793TQ
KE-791TQ
KE-797TQ

TAIS/00170-000727 ●幅83ｃｍ ●厚さ12.5cm
TAIS/00170-000725 ●幅91ｃｍ ●厚さ12.5cm
TAIS/00170-000729 ●幅100ｃｍ ●厚さ12.5cm

アクアフロート

KE-833Q・KE-831Q

パラマウントベッド

月額レンタル料……5,300円

ご利用者負担額（1割）530円

全国平均価格 ……5,260円

（2割）1,060円（3割）1,590円

KE-833Q TAIS/00170-000506
KE-831Q TAIS/00170-000505

KE-833Q
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ12cm
KE-831Q
●幅91ｃｍ
●長さ191ｃｍ
●厚さ12cm

NB-LA3R・MB-LA1R

ご利用者負担額（1割）550円

月額レンタル料……5,500円
全国平均価格 ……4,910円
MB-LA3R
MB-LA1R

タイカ

（2割）1,100円（3割）1,650円

TAIS/00563-000091
TAIS/00563-000093

アルファプラF（通気カバータイプ）MB-FA3R・MB-FA1R
月額レンタル料……6,300円

ご利用者負担額（1割）630円

全国平均価格 ……6,200円

（2割）1,260円（3割）1,890円

MB-FA3R TAIS/00563-000064
MB-FA1R TAIS/00563-000067

MB-LA3R
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ10cm

MB-FA3R
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ13cm

MB-LA1R
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ10cm

MB-FA1R
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ13cm

エバーブラウド
月額レンタル料……5,500円
全国平均価格 ……5,500円
91幅KE-621TQ
83幅KE-623TQ
91幅KE-621SQ
83幅KE-623SQ

KE-823
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ15.5cm
KE-821
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ15.5cm

通気タイプ
通気タイプ
清拭タイプ
清拭タイプ

タイカ

パラマウントベッド

キュオラ（通気タイプ） CR-590・CR-591

ケープ

ご利用者負担額（1割）550円

月額レンタル料……5,600円

ご利用者負担額（1割）560円

（2割）1,100円（3割）1,650円

全国平均価格 ……5,020円

（2割）1,120円（3割）1,６８0円

TAIS/00170-000962
TAIS/00170-000964
TAIS/ 00170-000970
TAIS/00170-000972

TAIS/00206-000077

CR-590
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ10ｃｍ
CR-591
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ10ｃｍ

エアーマット

アルファプラL

エアーマット
ここちあ利楽

パラマウントベット

月額レンタル料………7,000円
全国平均価格…（通気）7,360円
全国平均価格…（清拭）7,350円

ご利用者負担額（1割）700円
（2割）1,400円（3割）2,100円

通気91幅

KE-971T

TAIS/00170-001069

通気83幅

KE-973T

TAIS/00170-001071

清拭91幅

KE-971S

TAIS/00170-001065

清拭83幅

KE-973S

TAIS/00170-001067

●10分で起動 かたさ自動調整

NEW

全自動

床ずれ予防マットレス

オスカー（ハイブリッド） MOCS83・MOSC91
月額レンタル料……10,500円
全国平均価格 ………9,400円

モルテン

ご利用者負担額（1割）1,050円
（2割）2,100円（3割）3,150円

TAIS/00054-000137

MOCS83（83cm幅）
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ17cm

自動体位変換機能付

MOSC91（91cm幅）
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ17cm

ケープ

月額レンタル料……10,600円

ご利用者負担額（1割）1,060円

全国平均価格 ………9,640円

（2割）2,120円（3割）3,180円

CR-550
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ17cm
CR-555
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ17cm

KE-953M・KE-951M

パラマウントベット

月額レンタル料……7,000円

ご利用者負担額（1割）700円

全国平均価格 ……5,830円

（2割）1,400円（3割）2,100円

KE-953M TAIS/00170-000900
KE-951M TAIS/00170-000899

KE-953M
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ13ｃｍ
KE-951M
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ13ｃｍ

アマンダ

モルテン

ご利用者負担額（1割）1,050円

月額レンタル料……10,500円
全国平均価格 ……

下記
長さ

（2割）2,100円（3割）3,150円

タイプ

品番

厚さ

91幅

MAMA91

193cm 14cm 00054-000436

TAIS

全国平均価格

83幅

MAMA83

193cm 14cm 00054-000435

8,570円

91幅ショート MAMA91S 182cm 14cm 00054-000438

9,100円

83幅ショート MAMA83S 182cm 14cm 00054-000437

9,000円

9,160円

NEW

エアマスタービッグセルインフィニティ CR-550・CR-555

TAIS/00206-000074

ここちあ風香

体位変換器
ラグーナ CR-703・CR-700
月額レンタル料……10,000円
全国平均価格…（91幅）9,180円
全国平均価格…（83幅）9,130円

ケープ

ご利用者負担額（1割）1,000円
（2割）2,000円（3割）3,000円

CR-700 TAIS/00206-000102
CR-703 TAIS/00206-000103

CR-700（83cm幅）
●幅83ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ13.5cm
CR-703（91cm幅）
●幅91ｃｍ
●全長191ｃｍ
●厚さ13.5cm

自動体位変換機能付

体位変換器
ウェルピーHC ウェーブ

PC-HC-W1

タイカ

月額レンタル料……1,900円

ご利用者負担額（1割）190円

全国平均価格 ……1,460円

（2割）
３８0円（3割）
５７0円

TAIS/00563-000076

ウェルピーHC ブーメラン(大)

PC-HC-B1

タイカ

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

全国平均価格 ……1,470円

（2割）400円（3割）600円

TAIS/00563-000074

●長さ90●幅50cm●重量1.3kg

●長さ65ｃｍ
●幅75ｃｍ
●重量1.1kg

ウェルピーHC ブーメラン(小)

PC-HC-B2

タイカ

月額レンタル料……1,800円

ご利用者負担額（1割）180円

全国平均価格 ……1,330円

（2割）360円（3割）540円

TAIS/00563-000075

●長さ74ｃｍ●幅44●重量0.8kg

ウェルピーHC ウェーブ（ロング）

PC-HC-W2

タイカ

ウェルピーHC ジャンボ

PC-HC-J1

タイカ

月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

月額レンタル料……2,400円

ご利用者負担額（1割）240円

全国平均価格 ……1,850円

（2割）400円（3割）600円

全国平均価格 ……2,240円

（2割）480円（3割）720円

TAIS/00563-000073

●長さ80ｃｍ
●幅75ｃｍ
●重量1.5kg

●長さ73ｃｍ
●幅73ｃｍ
●重量2.4kg

ウェルピーHC ピロー

PC-HC-P1

タイカ

月額レンタル料……1,700円

ご利用者負担額（1割）170円

全国平均価格 ……1,300円

（2割）340円（3割）510円

TAIS/00563-000080

バナナターン

Sサイズ KE-P153

Sサイズ/Mサイズ/Lサイズ

パラマウントベッド

月額レンタル料……1,200円

ご利用者負担額（1割）120円

全国平均価格 ………910円

（2割）240円（3割）360円

TAIS/00170-000684

●長さ80ｃｍ
●幅30ｃｍ
●重量0.8kg

●幅21ｃｍ●全長約46ｃｍ●重量0.2ｋｇ
Mサイズ KE-P152
月額レンタル料……2,000円

ご利用者負担額（1割）200円

全国平均価格 ……1,520円

（2割）400円（3割）600円

TAIS/00170-000683

●幅31ｃｍ●全長約109ｃｍ●重量0.7ｋｇ

Lサイズ

移座えもんシート
（ML）

モリトー

月額レンタル料……1,000円

ご利用者負担額（1割）100円

全国平均価格 ………640円

（2割）200円（3割）300円

TAIS/00229-000034

●サイズ120×75cm

自動排泄処理装置
自動排泄処理装置

KW-65H

月額レンタル料……18,000円

ご利用者負担額（1割）1,800円

全国平均価格 ………9,580円

（2割）3,600円（3割）5,400円

TAIS/00170-000707

KE-P151

月額レンタル料……２,000円

ご利用者負担額（1割）200円

全国平均価格 ……1,590円

（2割）400円（3割）600円

TAIS/00170-000682

●幅42ｃｍ●全長約140ｃｍ●重量1.3ｋｇ
●拘縮／変形防止
●姿勢の安定により活動を促す

●排泄時レシーバーをあてがうと、尿センサーが尿を感知し、モーターポ
ンプが作動して自動的にタンクに吸引します。尿意はあるが、移動が難し
くトイレまで間に合わない、夜間転倒の不安がある方などにお勧めできま
す。
※介護保険ご利用の場合は、本体のみ貸与対象となり、
レシーバー・尿タ
ンク・ブラシ・ブラシ入れは特定福祉用具販売の対象となります。

位置変換器・自動排泄処理装置

TAIS/00563-000081

介護保険

介護保険制度を利用すると、福祉用具のレ
ンタルや住宅改修などの様々なサービス
を受けることができます。

介護保険制度について

4. 保険料の支払い

1. 運営主体

第1号被保険者 原則として老齢・退職年金からの天引
第2号被保険者 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括納入

介護保険制度の運営主体 ( 保険者 ) は、市町村・東京 23 区です。

2. 加入する方

第1号被保険者
第2号被保険者

3. 対象者

5. サービス内容

65歳以上の方
40〜64歳までの医療保険に加入している方

在宅サービス

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴
介護、福祉用具の貸与・購入・住宅改修、通所介護、
通所リ
ハビリテーション、
短期入所介護、
その他
施設サービス 介護老人福祉施設 ( 特別養護老人ホーム )
介護老人保健施設 ( 老人保健施設 )
介護療養型医療施設 ( 療養型病床群等 )

第 1 号被保険者・寝たきりや痴呆等で、常に介護を必要とする状態の方
( 要介護状態 )
・常時介護までは必要としないが、
家事や身支度等日
常生活に支援が必要な状態の方 ( 要支援状態 )
第 2 号被保険者・初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる 16 種
類の病気により要介護状態や要支援状態となった方

通知

郵送

要支援 1

介護給付
︵住宅サービス︶

要介護 1
要介護 2
要介護 3
要介護 4
要介護 5

ケアプラン

通知

郵送

要介護認定

要支援 2

予防給付

2 次審査

介護認定審査会による判定

主治医による意見書の作成

訪問調査

市区町村の窓口

利用者

申請書の提出

認定調査

1 次審査

介護予防プラン

6. 介護保険の利用手続きとサービスの内容

・介護予防福祉用具貸与
・介護予防福祉用具販売
・介護予防住宅改修
・介護予防訪問介護など
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修
・訪問介護など

福祉用具貸与 ( レンタル ) の対象品目 ( 厚生労働省告示第 93 号・第 348 号 )
Ⅴ介護保険及び住宅改修の手引き

種

目

サービスコード
介

護

予

防

機能又は構造等

車いす

171001 671001

自走用標準型車いす、
普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る

車いす付属品

171002 671002

クッション、電動補助装置等であって、
車いすと一体的に使用されるものに限る

特殊寝台

171003 671003

サイドレールが取り付けてあるもの、
又は取り付けることが可能なものであって次に掲げる機能の
いずれかを有するもの
①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

171004 671004

マットレス、
サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

床ずれ予防用具

171005 671005

次のいずれかに該当するものに限る
①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

171006 671006

空気パッド等を身体の下に挿入し、
てこ、
空気圧、
その他の動力を用いることにより、
仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの

手すり

171007 671007

取り付けに際し工事を伴わないものに限る

スロープ

171008 671008

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る

歩行器

171009 671009

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、
移動時に体重を支える構造を有するものであって、
次のいずれかに該当するものに限る
①車輪を有するものにあっては、
体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
②四脚を有するものにあっては、
上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ

171010 671010

松葉づえ、
カナディアン・クラッチ、
ロフストランド・クラッチ、
プラットホームクラッチ及び多点杖に限る

認知症老人
徘徊感知器

171011 671011

認知性老人が屋外へ出ようとした時等、
センサーにより感知し、
家族、
隣人等へ通報するもの

移動用リフト

171012 671012

床走行式、
固定式又は措置式であり、
つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、
キャスター
等で床又は階段等を移動し、
目的の場所に人を移動させるもの

(つり具の部分を除く)

自動排泄処理装置 171013 671013

次の要件を全て満たすもの
①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を
有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

特定福祉用具の対象品目
種

目

( 厚生労働省告示第 94 号 )

機能又は構造等

次のいずれかに該当するもの
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ・洋式便座の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器 ( 居室において利用可能であるものに限る )

腰掛便座

自動排泄処理装置の ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの
交換可能部品
・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

入浴補助用具

入浴に際しての座位の維持、浴槽への缶入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの
・入浴用イス…座面の高さが概ね 35cm 以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
・浴槽用手すり…浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る
・浴槽用イス…浴槽内に置いて利用することができるものに限る
・入浴台…浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
・浴室用すのこ…浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
・浴槽内すのこ…浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
・入浴用介助ベルト…身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
上記の「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること
等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる

移動用リフトの 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
つり具の部分

住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類
種

目

範

( 厚生労働省告示第 95 号・第 349 号 )

囲

住宅改修告示第 1 号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下・便所・浴室・玄関・玄関から道路等に転倒予防若しく
は移動動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式・縦付け・横付け等適切なもの
とする。なお、貸与告示第 7 号に揚げる「手すり」に該当するものは除かれる。

段差の解消

住宅改修告示第 2 号に掲げる「段差の解消」とは、居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差及び
玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷き居を低くする工事、スロープを
設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、貸与告示第 8 号に揚げる「スロープ」又は
購入告示第 3 項第 5 号に揚げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。また、昇降機・リフト・
段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

滑り防止及び移動の円滑
化等のための床又は通路
面の材料の変更

住宅改修告示第 3 号に掲げる「滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的には、
居室においては畳敷から板製床材・ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通
路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。

引き戸等への
扉の取替え

住宅改修告示第 4 号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、アコーディオンカーテン等に取替
えるといった扉全体の取替えの他、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えに
あわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づ
く保険給付の対象とならないものである。

洋式便器等への
便器の取替え

住宅改修告示第 5 号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」としては、和式便器を洋式便器に取替える場合が一
般に想定される。ただし、購入告示第 1 項に揚げる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、和式便器から、暖房便座・
洗浄機能等が付加されている洋式便器の取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能の付加は含ま
れない。さらに、非水洗又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならない
ものである。
その他住宅改修告示第 1 号から 5 号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下の
ものが考えられる。

その他前各号の
住宅改修に付帯して
必要となる住宅改修

手すりの取付けのための壁の下地補強
①手すりの取付け
浴室の床の段差解消 ( 浴室の床のかさ上げ ) に伴う給排水設備工事
②段差の解消
③床又は通路面の材料の変更 床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための
路盤の整備
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
④扉の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事 ( 水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)
⑤便器の取替え
暖房便座、便器の取替えに伴う床材の変更

Ⅴ介護保険及び住宅改修の手引き

手すりの取付け

住宅リフォームサービス
■次のようなサービスを提供いたします。

慣れ親しんだ環境を快適に！
「杖や車いすをつかうようになった」「寝たき
りの家族の介護をはじめた」…新しい生活を
はじめるためのサービスを提供いたします。

■サービス内容
①壁や段差に手すりを付けて、自助努力で歩行ができ
るようにしたり、段差を無くし車いすや歩行器等が使
いやすいように改造します。
②浴室やトイレをリフトや移動機器を使って、介護する
方が使いやすいように改善し、療養される方が安全
で快適に利用できるように改造します。
③在宅で療養される方、介護する方が、使いやすく安
全に生活できるような住宅改造のアドバイスを行い
ます。

①手すりを付けたり、段差をなくしたい。
②浴室を改造したい。
③トイレを改造したい。
④その他、日常生活をしやすく改造したい。

台所
段差の解消や滑り止め、力を入れなくても使える
蛇口に変えたり、体の不自由な方が、常に台所を
使う場合は、流し台の高さを調節しましょう。

寝室
日当たりのよい部屋に寝室を
作り電動ベッドを設置すると
快適です。

トイレ
体が不自由になってくると、和式の
便器より洋式の方が楽になります。
手すりをつければ安心して使用す
ることが出来ます。

Ⅴ介護保険及び住宅改修の手引き

浴室
お手洗いとお風呂は、出来るだけ他
の人の世話になりたくないものです。
補助具をおくなど、自分でできる工
夫をして安全を確保しましょう。

玄関・廊下・階段
このスペースでまず問題なのは、段差。うっかり滑って転倒しやすい所に注意が必要です。
スロープにして段差を解消したり、手すりを取り付けたり、車いすを使用する家族がいる
場合は、車いすが通りやすい幅を確保することが大切です。

メンテナンス

工事完了

責任施工

ご契約

計画図作成
お見積り

家屋現況調査
プランニング

ご本人・ご家族
ご相談

まず、お気軽に
ご相談ください。

※介護保険下で、住宅改修の対象になる所もあります。詳しくは弊社の専門相談員にご相談ください。

個人情報保護ポリシー

お客様の個人情報は責任を
もってお取り扱いいたします。

1. 基本ポリシー
株式会社エンパイアーホームヘルスケア事業部(以下、
「事業部」
とします)は、事業部で収集するお
客様の個人情報を適正に利用します。個人情報を安全且つ最新の状態で管理することで、
お客
様の個人情報を守り、
その信頼に応えてまいります。

2. 組織活動
個人情報保護ポリシー実践のため、事業部は以下の活動を行います。
(1)事業部は、
安全な個人情報取り扱いのための組織的・人的・物理的・技術的、安全管理措置を
講じます。
(2)事業部は、安全管理措置が実践されるよう社員教育を実施します。
(3)事業部は、安全管理措置が実践されているか監査を行い、問題がある場合は改善・指導します。

3. 行動規範
個人情報保護ポリシー実践のため、
事業部社員は以下の行動規範に基づき行動します。

*

1 利用目的

お客様から収集した個人情報は、以下に掲げる事項を利用目的として利用します。
(1)お客様からの「サービス等（※）」の申し込みの受付のため
(2)お客様の生活状況、
身体状況等「サービス等」
を利用いただくための環境や資格の把握・
確認のため
(3)お客様への「サービス等」の提供に係る期日管理等、継続的な取引における管理、
ならび
に取引の解約や解約後の事後管理のため
(4)契約(情報主体と事業部との間の契約および事業部の業務に直接的または間接的に関連
する契約)や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(5)市場調査、
ならびにデータ分析やアンケートの実施等による
「サービス等」の研究や開発
のため
(6)ダイレクトメールの発送後、
「サービス等」に関する各種提案のため
(7)関係機関等から委託された業務を適切に遂行するため
(8)その他、
「サービス等」のお客様への提供を適切かつ円滑に履行するため
※「サービス等」とは、事業部が定款で定める事業によりお客様に提供する商品及び便益を示します。

Ⅴ介護保険及び住宅改修の手引き

(1)私たちは、
お客さまの個人情報はお客様の資産であることを認識し、
その取り扱いには十分注
意します。
(2)私たちは、
お客さまの個人情報をその利用目的(*1)に基づき、安全に活用します。
(3)私たちは、本ポリシーを実現するため、社内で定められた個人情報の取り扱いに関する規程・
要領等を遵守します。

安全に関するご注意

福祉用具を正しく
お使いいただくために、
いま一度、取扱説明書を
よくお読みください

近年、福祉用具を使用しての事故、または、事故寸前の危険な状況が発生しております。
福祉用具は、使う方にとって利便性の高い用具ですが、誤った使い方によって事故を誘発する
こともありますので、担当の福祉用具専門相談員の指導説明及び交付された取扱説明書に従っ
てご使用ください。

以下の点についてご了承ください。
●製品のデザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。
●カタログと実物では色が多少異なることがあります。
●表示寸法は概略の表示であり、小さな突起物等は含まれておりません。
●商品の性質上、多少実物と異なる場合があります。
●在庫限定商品は数に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。

経済産業省事故情報収集制度の公表において、
次に掲げる福祉用具の使用事故が報告されています。
◆ベッドのサイドレール間の隙間に、頭が挟まった。
◆介助バーのアーム下部に右足がはまり、軽い捻挫を負った。
◆介助バーとベッドのヘッドボードの間に首が挟まり抜けなくなった。
◆杖をついて歩いていたところ、転倒し、胸部を打った。
◆4 点杖を使用して自宅内を歩行中、下管部の溶接部付近から杖が折れ転倒した。
◆電動車いすで走行中に前方の歩行者に接近した為、ブレーキ操作をしたが、運転者が操作方法を間違えて
加速し、そのまま前方の歩行者に衝突して、歩行者が重傷を負った。
◆車いすを使用中に車輪の傾きが気になったので事業者に点検してもらったところ、点検当日に車軸が折損
した。
◆歩行器を使用してエレベーターに乗り込む際に、歩行器前輪がエレベーターとフロア面との隙間にはまり
転倒し、骨折した。
( 上記に掲げた事故以外にも生命の危機に関する重大な事故もあります。
詳しくは経済産業省事故情報収集制度をご参照ください。)
（http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/jyouho/index2.htm）
●特殊寝台・特殊寝台付属品をご利用にあたり、心身状況等により挟み込みの危険性、または挟み込みの不
安がございましたら、安全のため JIS 規格 ( 隙間等挟まり事故防止策 ) に対応した製品をご使用ください。
●但し、JIS 規格製品であっても、利用者の方の身体状況の変化や使用方法等の様々な要因で事故が起こ
る可能性があります。

福祉用具を安全にご使用いただくために、
次の点にご注意ください。
●不安定な場所での使用や、誤った使用方法はし
ないでください。
●改造・分解をしないでください。
●福祉用具の使用に関する説明及び指導を受けた
方以外は、使用しないでください。
●福祉用具を使用する際は周辺環境 ( 障害物の有
無 ) をよく確認し、ご使用ください。

当社は、ご利用者様・ご家族様が、安心・
安全に福祉用具をご利用いただけるよう、
担当の福祉用具専門相談員が、「点検・使用
状況等の確認」のため、
定期訪問いたします。
福祉用具のご使用にあたり、ご不明・ご不安
等ございましたら、お気軽にご相談ください。

